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序章
近年、中小企業経営者の高齢化が進展する中、事業承継の円滑化が図られるこ
とは、日本経済を支える中小企業の技術、雇用の確保、ひいては日本経済の活
性化にも資するものとして大変重要である。
しかしながら、事業承継問題については、そのきっかけが経営者の死亡や相続
といった個人的な問題であることもあり、これまで中小企業の事業継続を図る
といった観点からの総合的な検討が必ずしも十分になされてこなかった、と言
われている。
このような問題意識から、平成 17 年 10 月、
事業承継問題に関係する士業団体、
中小企業関係団体、中小企業基盤整備機構、中小企業庁等を中心として、事業
承継協議会が設置され、中小企業の事業承継に関する問題について、総合的な
検討が開始された。
事業承継関連相続法制検討委員会は、事業承継に関連する相続法分野において、
不分明な法令の解釈の明確化や現行制度の検証等、事業承継円滑化の観点から
の様々な法的課題を検討するために設置された。
本中間報告は、平成 17 年 10 月以降、７回にわたる検討の成果をまとめたもの
であり、今後の更なる検討の深化に向けての基礎となることを期待するもので
ある。
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第一章

委員会の検討の趣旨

１． 相続法制の観点から見た事業承継の困難性
中小企業の大勢を占めるオーナー企業の事業承継に際しては、現オーナー
経営者が保有する株式その他の事業用資産を後継者へと円滑に承継していく
ことが必要である。この事業用資産の承継を考えるに当たって、後継者が経
営陣の一人として会社価値の向上に貢献しているような場合には、当該貢献
分に見合った対価としての事業用資産が後継者に取得されるような配慮を行
い、後継者のインセンティブを阻害しないようにするという視点が必要であ
る。
しかし、この事業用資産の承継については、以下に述べるような、民法等
の相続に関する法制度とそれに係るトラブルの問題を抜きにして考えること
はできない。
(1)遺産分割協議におけるトラブル
現オーナー経営者が自己の所有する財産の分割方法に関する意思表示を行
わないまま死亡し、相続が発生した場合、遺産分割は共同相続人の協議によ
って行われ、協議が整わないときは分割を家庭裁判所に請求することができ
るとされている（民法第 907 条）。
しかし、事業用資産の分割方法を共同相続人間の遺産分割協議に委ねた場
合、遺産分割協議が整わず、相続紛争に発展してしまう危険性が高くなる。
近年、共同相続人間での協議が整わず、家庭裁判所の遺産分割調停が申し立
てられる件数が増加していることから、事業承継に際しての紛争が生じる可
能性も増大していることが懸念される状況となっている（図表１参照）。
図表１：全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割調停件数
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平 成 １ ０年

出典：司法統計年報（最高裁）
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実際の事例においても、遺産分割協議では、結果的に事業の後継者貢献分
に見合った十分な事業用資産を取得させられない場合があり、また、長期に
わたって財産の帰属が決定しないような事態にもなりかねず、結果として後
継者に大きな負担となりかねないことが読み取れる（末尾添付の「相続紛争
トラブル事例」事例１、事例２参照）。

(2)遺言等を活用する際のトラブル
上述したトラブルを防止するために、現オーナー経営者が、後継者への生
前贈与や遺言等を活用することにより、相続紛争を防止しつつ後継者に事業
用資産を集中する方法がある。遺言については、自筆証書遺言（民法第 968
条）、公正証書遺言（民法第 969 条）、秘密証書遺言（民法第 970 条）等の方
式があり、その他にも死因贈与契約（民法第 554 条）や、信託法の規定に基
づいた信託の設定等も考えられる。
しかし、これらの制度を活用する際には、法律上定められた形式や要件等
に十分留意して行う必要がある。形式を満たさないために遺言（特に自筆証
書遺言）が無効となったり、死因贈与契約が不成立となるようなケースもあ
り、事業承継対策として不十分であるばかりか、かえって相続人間の不和を
引き起こすような結果にもなりかねない（末尾添付の「相続紛争トラブル事
例」事例３参照）。
また、生前贈与や遺言等を活用する場合には、以下で解説する遺留分にも
留意する必要がある。

(3)遺留分に関するトラブル
現オーナー経営者が特定の後継者に対して、株式その他の事業用資産を集
中的に承継させようとする際には、遺留分（民法第 1028 条）の問題を考慮す
る必要がある。すなわち、現行民法下では、配偶者及び直系卑属等に保障さ
れる最低限度の取り分である遺留分に関する規定に違反することができない
ため、相続財産全体に占める株式等の割合が高い場合には、他の法定相続人
の遺留分を超えて特定の者に株式等の生前贈与や遺贈（民法上の特別受益）
を行ったとしても、遺留分減殺請求がされたときには、その限度で生前贈与
等の効力が失われる。
中小企業の事業承継の観点からは、相続人である後継者の貢献による企業
価値の上昇により、現オーナー経営者（＝被相続人）の保有株式の価値が上
昇して相続財産が増加すると、これに伴って後継者以外の相続人の遺留分も
増加することとなるため、後継者が現経営者の生前に企業価値を向上させる
インセンティブが失われる結果にもなり得る。このような後継者の貢献を評
価し得る制度として、寄与分制度（民法第 904 条の２）があるが、遺贈の額
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に影響を及ぼすことができないこと、遺言が存する場合には実質的には機能
しないこと、生前の報酬によって寄与分に対応する分は既に支払い済みであ
ると評価される可能性があること、遺留分減殺請求訴訟において抗弁として
主張できないといったいくつかの制約がある。
（末尾添付の「相続紛争トラブ
ル事例」事例４参照）。
こうした遺留分に係る問題については、相続紛争を防止するための後継者
以外の相続人に対する配慮が必要であるし、また、寄与分・特別受益との関
係を十分理解した上で、後継者の企業価値向上へのインセンティブを阻害す
ることがないような対策も求められることとなる。

(4)後継者への経営権集中の困難性が事業承継に及ぼす影響
このような相続上の紛争リスクがあり、後継者へ株式等経営権を集中する
ことに困難が伴うことは、中小企業の円滑な事業承継を阻害していると考え
られる。実際、中小企業庁が中小企業経営者に対して行ったアンケートでも、
後継者への経営権の集中が難しいことが事業承継の障害となっているとした
企業は、回答企業の３割以上となっている（図表２参照）。
図表２：経営権の集中が難しいことが事業承継の障害となっている割合
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33.3%
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全体7.4% 17.8%
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分からない

20%
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39.3%
40%
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無回答

5.5%
60%
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35.6%

30.0%

80%
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資料：平成１３年 中小企業庁「事業承継に関するアンケート」
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２．委員会での検討事項
以上の点を踏まえ、事業承継関連相続法制検討委員会では、中小企業のオ
ーナー経営者が、後継者の貢献分に配慮しつつ事業用資産を後継者に承継す
るに当たって、民法等の相続法分野において、法令の解釈が不分明な点や現
行制度の活用の仕方等に改善の余地があると考えられる点を抽出して検討し、
今後必要な対応等を取りまとめた。具体的には、以下の２つのテーマに絞っ
た検討を行った。
(1)相続紛争を防止しつつ後継者に事業用資産を集中させる方策
後継者に事業用資産を集中させる方策のうち、各種遺言や死因贈与契
約、後継ぎ遺贈型受益者連続の信託等、生前贈与が十分に行えないよう
な場合にオーナー経営者が死後の財産分配方法を指定する各種手法に
ついて、メリット・デメリットの比較及び有効な手法の活用促進のため
の方策、利用する際の注意点等について検討。
(2)特別受益・寄与分・遺留分
生前贈与や第二章で検討する遺言等を活用して後継者に事業用資産
を集中させる際に問題となる特別受益と遺留分の関係や寄与分制度に
ついて、民法上の考え方を整理するとともに、企業価値向上に貢献した
後継者に貢献分に見合った取り分を取得させるために有効な方策等に
ついて検討。
委員会での検討の内容については、第二章及び第三章で詳述しており、
それらの検討結果のまとめ及び今後の課題を「おわりに」で記載している。

7

第二章

相続紛争を防止しつつ後継者に事業用資産を集中させる
方策

１．問題意識
中小企業のオーナー経営者が、自己の遺産の分割方法に係る意思表示を行
わないまま死亡した場合、後継者に株式等の事業用資産を集中させることが
困難となることは前述したとおりである。
上記を踏まえ、相続紛争を防止しつつ、事業の後継者に株式等の事業用資
産を集中させるためには、現オーナー経営者の生前に、他の相続人の遺留分
に配慮しつつ生前贈与を行い、早めの権利確定をしておくことが最も確実と
考えられる。ただし、税務上の判断や経営戦略上の理由により、生前贈与を
十分には行えないような場合も存在すると考えられ、このような場合に、遺
言その他の手法を用いて、現オーナー経営者の死後の財産の分配方法を指定
しておくことで、後継者への事業用資産の集中を確保し、相続紛争を防止す
ることが可能である。
これら現オーナー経営者の死後の財産の分配方法を指定する方法としては、
民法で規定されている各種遺言の他、死因贈与契約や、主に信託銀行が取り
扱う遺言信託、後継ぎ遺贈型受益者連続の信託など、様々な手法が存在して
おり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、用途に応じて適切に使
い分けることが必要と考えられる。また、生前に遺言等を残していた場合で
あっても、形式不備によって無効となったり、偽造や遺言能力の問題で有効
性についての争いが生じることとなると、事業承継対策として不十分である
ばかりか、相続人間の紛争をより一層激化させてしまうことにもなりかねな
い。
以上のような問題意識から、事業承継関連相続法制検討委員会では、相続
紛争を防止しつつ後継者に事業用資産を集中させる方策について、メリッ
ト・デメリットを整理した上で比較を行い、利用する際の注意点、有効な手
法の活用促進のために必要な方策等についての検討を行った。

２．各種方策の概要・比較
(1)遺言
①概要
遺言は、被相続人が自己の財産処分等に関して、自らの意思を表明する
ために作成するものである。相続分の指定や第三者への遺贈の他、遺言執
行者の指定なども遺言によって行うことが出来る。
遺言が有効となるためには、所定の方式に従っていること（民法第 960
条）、遺言者が遺言能力を有すること（民法第 963 条）等が必要とされ、こ
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れら民法で定められた要件を満たさない遺言は法的に無効となる。
また、遺言は作成者の意思により自由に撤回が可能であり、後に作成さ
れた遺言が優先される（民法第 1023 条第 1 項）
。各方式による遺言の効力
に優劣もないため、例えば、公正証書遺言があっても、その後の作成日付
の自筆証書遺言で撤回することが制度上可能となっている。
さらに、遺言による財産処分（遺贈）は、遺留分減殺請求の対象となる
（民法第 964 条）ため、事業用資産を集中させる後継者以外の相続人の遺
留分に注意を払う必要がある。
＜利用状況＞
後述するように、各方式の遺言の利用件数は年々増加傾向にある。しかし、
中小企業の事業承継対策としての遺言作成状況を調査したところ、
「準備を実
施している」との回答は約 17％に留まり、
「準備すべきか検討したことがない」
との回答が約 46％に達するという結果が出ている（図表３参照）。（なお、当
該質問の対象企業は、中小企業で「後継者を既に決めている」と回答した企
業のうち、事業承継の準備について「十分準備している」又は「不十分だが
準備している」と回答した企業（全体の約 35％）に限られている。このこと
から、中小企業全体における実際の遺言作成状況は、さらに少数割合に留ま
ると考えられる。）
この調査結果からも、中小企業における遺言の活用は未だ不十分であると
考えられる。
図表３：事業承継の準備における遺言の作成状況
準備することが困
難である
3.4%
準備を実施してい
る
16.7%
準備する必要を感
じない
34.2%

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
「平成 17 年度高齢者活用に関する実態
調査報告書」（平成 18 年３月）

準備すべきか検討
したことがない
45.7%

※「無回答」を除いた割合を算出。

②遺言の方式と各種遺言の比較
遺言の方式は、大きく普通方式と特別方式 1 に分けられる。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言（民法第 968 条）、公正証書遺言（民
法第 969 条）、秘密証書遺言（民法第 970 条）の３種類があり、それぞれを
特別方式の遺言は、危急時遺言（民法第 976 条、第 979 条）や隔絶地遺言（民法第 977 条、
第 978 条）など、普通方式に従った遺言作成を行えない場合を想定した規定となっている。

1

9

比較すると、以下のとおりとなる（図表４参照）。
図表４：普通方式遺言の比較表
自筆証書遺言
筆記
署名押印

日付
公証人・
証人

全文自筆
本人

不要

家庭裁判所
必要
の検認

メリット

秘密証書遺言
本人以外でも可

本人（但し，例外あり），証人 本人（封書にも本人，証人およ
および公証人
び公証人が署名押印）

年月日の記載が必要（但し，封
入・封印した場合，封筒に記載 公証人が記載
しても可。）

その他

費用

公正証書遺言
公証人（口述を筆記する）

日付の記載は無くても可。
公証人が証書提出日付を封書に
書く。

公証人１人および証人（利害関 公証人１人および証人（利害関
係者以外の者）２人以上
係者以外の者）２人以上
封入して，遺言書に用いた印鑑
で封印
不要

必要

公証人の手数料
証人への謝礼
・公証人関与で方式不備になら
・一人で簡単にできる。
ない。
・遺言の存在及びその内容を秘 ・原本が公証人役場で保存され
密にできる。
るので，変造・滅失のおそれ
がない。
・費用がかからない。
・遺言検索システム利用可。
かからない

公証人の手数料
証人への謝礼
・遺言の内容を秘密にでき，偽
造・変造などが防げる。
・遺言検索システム利用可（但
し，保管場所は不明）。

・方式不備，内容不備の可能性
・遺言書の紛失，相続人・他人
有。
による偽造・変造・隠匿の危 ・作成に手間と費用を要する。
・作成に手間と費用を要する。
険性有。
・証人から秘密が漏れる危険性
デメリット
・原本が公証人役場に保管され
・方式不備，内容不備の可能性 有。
ることはないので紛失隠匿の
がある。
おそれがある。

③自筆証書遺言
ⅰ）作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言内容・日付・氏名を自書（パソコン
等で作成することはできない）し、押印して作成する遺言である。
ⅱ）メリット・デメリット
＜メリット＞
・ 一人で作成でき、費用もかからない。
・ 遺言内容やその存在を他者に秘密にできる。
＜デメリット＞
・ 遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性があ
る。
・ 方式不備、内容不備のおそれがある。
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・ 家庭裁判所の検認手続が必要となる 2 。
ⅲ）利用状況
自筆証書遺言は一人で作成できるため、制度上作成件数を網羅的に把
握することはできない。ただし、家庭裁判所の遺言検認件数が増加傾向
にあることから、自筆証書遺言の作成件数も近年増加していると推測さ
れる 3 。
④公正証書遺言
ⅰ）作成方法
公正証書遺言は、証人２人（推定相続人等利害関係者以外の者）の立
会いのもとで、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がこれを筆記
した上で署名押印して作成するものである。通常は遺言者が公証人役場
まで出向いて作成することとなるが、日当・旅費等を負担することで公
証人が遺言者の元へ出向くサービスを受けることもできる。
ⅱ）メリット・デメリット
＜メリット＞
・遺言作成に公証人が関与するため、方式不備にならない。
・自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて、遺言内容について弁護士等専
門家に相談されることが多いため、他の相続人の遺留分侵害等の内容
不備を未然に防げる可能性がある。
・原本が公証人役場で保存されるため変造・滅失のおそれがない。
・遺言検索システム 4 が利用可能。
・遺言に基づいて預金の払戻請求等を行う際、他の遺言と比べて、金融
機関に対する証明力が高い。
・家庭裁判所の検認手続が不要。
＜デメリット＞
・ 一定の費用負担が必要となる（参考参照）。
・ 証人から第三者に対して遺言内容が漏洩するおそれがある。

2

自筆証書遺言、秘密証書遺言には、検認手続が必要。これらの遺言の保管者等は、相続開始
後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない（民法第 1004 条）。
検認申立てには戸籍謄本等の書類を取り揃える必要があり、更に申立てから検認までには 1 ヶ
月程度の期日が必要。
3 遺言書の検認件数（新受）は、平成７年が 8,065 件、平成 16 年が 11,662 件。なお、秘密証書
遺言の作成が年百件程度であることを考慮すると、検認件数のほとんどが自筆証書遺言による
ものであると考えられる。
4 遺言検索システム：
「公正証書遺言」であれば、公証人役場を通じて日本公証人連合会で、遺
言の存否、作成公証人役場の検索が可能。
「秘密証書遺言」についても、作成年月日・公証人役
場が検索可能（但し、遺言書そのものは公証人役場で保存されないので、所在、内容等は確認
できない。
）。
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参考：公正証書遺言作成の費用
作成手数料については、相続人毎に、価額に応じた手数料を算定して合算。
目的の価額

手 数 料

１００万円まで

５，０００円

２００万円まで

７，０００円

５００万円まで

１１，０００円

１，０００万円まで

１７，０００円

３，０００万円まで

２３，０００円

５，０００万円まで

２９，０００円

１億円まで

４３，０００円

３億円まで、５，０００万円ごとに１３，０００円加算
１０億円まで、５，０００万円ごとに１１，０００円加算
１０億円超は、５，０００万円ごとに ８，０００円加算

（注）
・目的の価額の合計が１億円までの場合は、１万１千円の手数料を加算。
・正本・謄本は１枚２５０円。（通常の場合約３千円程度）
・遺言を撤回する旨の公正証書の作成手数料は１万１千円。
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成する場合は、目的価額による手数料が５割
増しになり、規定の日当・旅費等を負担。

【例】１億円の遺産を、３人に均等に与える場合
29,000円×３＋11,000円＋約3,000円（正本・謄本代）
＝約101,000円

ⅲ）利用状況
公正証書遺言の作成件数は年々増加傾向にあり、平成 16 年の新規作
成件数は約６万７千件となっている 5 （図表５参照）。

5

ただし、同一者が公正証書遺言を作成し直した場合も一件として数えられるため、実際に公正
証書遺言を利用している人数はこの数値ほど多くはないと考えられる。
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図表５：公正証書遺言新規作成件数
（件）

70,000
66,592
63,804 64,007 64,376

65,000
61,255

60,000

57,710
54,973

55,000
50,000

52,433
46,764 47,104

49,438

48,156
46,301

45,000
40,000
35,000
平 成 １ ６年

平 成 １ ５年

平 成 １ ４年

平 成 １ ３年

平 成 １ ２年

平 成 １ １年

平 成 １ ０年

平 成 ９年

平 成 ８年

平 成 ７年

平 成 ６年

平 成 ５年

平 成 ４年

30,000

出典：日本公証人連合会統計資料等

⑤秘密証書遺言
ⅰ）作成方法
秘密証書遺言は、遺言者が自分で署名・押印した遺言を封入し、封印
したものに、公証人及び証人が署名して作成するもので、遺言の保管は
遺言者が行う。遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にできると
いう特徴がある。
ⅱ）メリット・デメリット
＜メリット＞
・ 遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造を防ぐことができる。
・ 公正証書遺言と同様遺言検索システムを利用することが出来る（た
だし、遺言そのものは遺言者が保管を行うため、内容の公証は行わ
れず、所在不明になる可能性も残る）。
＜デメリット＞
・ 方式不備、内容不備の可能性がある。
・ 遺言作成に手間がかかり、公正証書遺言ほどではないものの作成費
用がかかる（手数料１万１千円）。
・ 家庭裁判所の検認手続が必要となる。
ⅲ）利用状況
秘密証書遺言の作成件数は、年間百件程度に留まっている 6 。

6

平成 16 年の作成件数は 104 件（日本公証人連合会調べ）。
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(2)その他の手法
①死因贈与契約
ⅰ）概要
死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与契約。遺言
が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与の一種で、
二当事者間の契約という点が異なるが、贈与者の死亡によって効力を生
じる点で、遺贈と類似するため、要件及び効果については遺贈の規定が
準用される（民法第 554 条。但し、方式を除く。）。
ⅱ）死因贈与の撤回について
基本的に遺言の撤回に関する民法の規定が準用されるため、贈与者側
の意思で一方的に撤回が可能とされる（民法第 1022 条。最判昭和 47 年
5 月 25 日）。
ただし、負担付死因贈与については、受贈者が負担の全部またはこれ
に類する程度の履行をした場合には、特段の事情がない限り、撤回でき
ないとの判例もある（最判昭和 57 年 4 月 30 日）。

②遺言信託
「遺言信託」という語は、次の２つの意味で用いられる。
・主に信託銀行が、遺言者の依頼を受け、遺言者や相続人に代わり、遺
言書の作成、保管、執行等、相続に伴う事務を代行する、遺言関連の
受託業務。（広義の遺言信託）
・遺言によって財産権を移転し、信託を設定するもの。信託法に基づく
遺言による信託（信託法第２条）。（狭義の遺言信託）
現時点では、後者の「狭義の遺言信託」の利用の実例が少なく、
「遺言
信託」といえば前者の「広義の遺言信託」を指す場合が多い。本節でも
「広義の遺言信託」について解説する。
ⅰ）遺言信託業務の内容
遺言信託業務の具体的内容は、以下のとおり。
＜相続発生前＞
・ 相続･遺言に関するコンサルテーション
・ 遺言書作成支援（通常、公証人役場にて公正証書遺言を作成）
・ 遺言作成時の証人引受（必要に応じて）
・ 遺言信託申込・遺言書正本の保管

14

＜相続発生後＞
・ 遺言書開示・遺言執行者就任
・ 遺産調査・財産目録の作成
・ 遺言執行・遺産分割の実施（預貯金･有価証券の名義書換･解約換金、会
員権等の名義書換･売却、不動産相続登記：受益相続人支援 等）
・ 遺言執行完了(顛末)の報告
遺言信託業務の主な担い手は信託銀行であるが、平成 17 年の改正信託
業法の施行により、近年では他の金融機関の参入も行われているところ
である。
ⅱ）メリット・デメリット
＜メリット＞
・ 遺言作成から執行までのトータルなコンサルティングが可能。
・ 企業体として存続が期待される信託銀行等が遺言執行を行うので、確
実な遺言執行が期待できる。
＜デメリット＞
・ 他の手法と比較して、費用負担が大きい 7 。
・ 身分に関する遺言執行を行う場合は弁護士との共同執行が必要とな
る。
・ 現状は担い手たる信託銀行等が大都市に集中しており、アクセスポイ
ントが比較的限定されている。（ただし、今後、地方銀行等の参入が
予想される）
ⅲ）利用状況
信託銀行の遺言保管件数（ストックベース）は、平成 17 年９月時点で
５万件を超える状況となっている。その中でも、相続発生後の遺言執行
も含めた契約のものが増加しており、直近の数字では遺言保管件数全体
の８割以上を占めていることから、遺言執行を確実にしたいという利用
者のニーズがうかがえる（図表６参照）。

7

信託銀行等へ支払う手数料として、基本手数料、遺言書保管料、遺言執行報酬等が必要。
料金体系は各信託銀行等により異なるが、総資産額１億円の遺言信託契約を行い、10 年後に
執行する場合には、約 200 万円程度の手数料が必要となる。
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図表６：信託銀行の遺言保管件数（ストックベース）
（件）

50,453

50,000

48,165

信託銀行の遺言保管件数（全体）
43,653

うち執行付保管件数

40,000

40,063
37,185
31,251

30,000

26,989
23,870

20,000

20,167 21,775

41,740

17,533 18,535

10,000

39,209

13,889
12,233

15,551

17,681

20,268

23,455

26,628

30,231

34,246

11,134

（９月末）

平 成 １ ７年

平 成 １ ６年

平 成 １ ５年

平 成 １ ４年

平 成 １ ３年

平 成 １ ２年

平 成 １ １年

平 成 １ ０年

平 成 ９年

平 成 ８年

平 成 ７年

平 成 ６年

0

出典：社団法人信託協会統計資料（平成１７年９月末）

③後継ぎ遺贈型受益者連続の信託
ⅰ）概要
いわゆる「後継ぎ遺贈型受益者連続の信託」とは、受益者の死亡によ
り、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得
する旨の定めがある信託のことである。
中小企業の事業承継における活用例としては、企業経営者（＝委託者）
が、自社株式を信託財産とし、第一次受益者を妻、第二次受益者を妻の
死後に事業後継者としたい長男とする後継ぎ遺贈型の受益者連続の信託
を設定するようなケースが考えられる。
ⅱ）信託法の改正
後継ぎ遺贈型受益者連続の信託については、これまで信託法上に明文
の規定はなかったが、平成 18 年通常国会に提出 8 されている信託法案に
おいては、以下の旨が規定されている。

8

平成 18 年３月 13 日閣議決定、国会提出。
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（参考：信託法案からの抜粋）
（受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特
例）
第 91 条 受益者の死亡により，当該受益者の有する受益権が消滅し，他の者が新
たな受益権を取得する旨の定め（受益者の死亡により順次他の者が受益権を取
得する旨の定めを含む。
）のある信託は，当該信託がされた時から３０年を経過
した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であっ
て当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間，その効力を
有する。

なお、法制審議会信託法部会の資料等により、以下の考え方が明らか
にされている。
・遺留分の潜脱は認められない。
・信託設定時から 30 年経過後に受益者が存在しない場合は、信託は終了
する。

(3)委員会での各種手法の比較
委員会で各種手法の比較検討を行ったところ、以下のような意見・指摘
がなされた。
①遺言を利用する際の注意点
遺言等を活用する際の注意点として、以下のような意見があった。
・ 遺言は、制度上被相続人の意思により自由に撤回できるものであるの
で、後継者の権利確定という面では、不確定な要素が残ることは認識
しておくべき。
・ 遺言を作成するだけでなく、きちんと執行されるかどうかという観点
が重要。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が内容面まで含めて作成に関与するという点で、
各種遺言の中で最も信頼性の高い遺言と言うことができる。前述のとおり活
用するメリットも大きく、相続紛争防止に最も効果的との意見が大勢を占め
た。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べて、遺言内容について弁護士
等専門家が事前にチェックできることが多く、他の相続人の遺留分侵害等を
未然に防ぎ得ることも相続紛争防止の観点からは有効であり、実務上遺言作
成を薦める場合には、公正証書遺言の作成を推奨しているという意見もあっ
た。
一方、デメリットとして指摘される、他の遺言と比べて作成費用・手間がか
かる点については、公正証書遺言のメリットを享受するために必要なコストで
あるとの意見が多かった。
また、証人からの秘密漏洩のおそれがあるというデメリットについては、そ
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もそも事業承継を円滑に進める観点からは、遺言内容をあらかじめ相続人に明
らかにしておくことが望ましいが、何らかの理由により内容を秘密にしておく
ことが必要な場合には、そのための手段として、多くの公証人役場で行ってい
る証人の紹介サービスを利用することや、弁護士や信託銀行が関与する場合に、
その事務員や職員等が証人となることで対処できるとの指摘があった。
③自筆証書遺言
自筆証書遺言は、形式不備により無効となる危険性があることや、家庭裁
判所の検認を要し、迅速な執行という観点からは問題があるため、公正証書
遺言ほどの有効性は認められないという意見が多かった。ただし、作成の費
用・手間がかからないというメリットがあるため、以下のようなケースであ
れば利用できるとの意見があった。
・財産の種類が少なく、遺言の内容が単純なケース
なお、自筆証書遺言を作成する際には、以下の作成例等を参照し、形式面
で無効となることのないよう十分注意すべきである。
（参考）遺言の作成例 （内容に関しては、公正証書遺言・自筆証書遺言に共通）

遺言書

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

一．私名義の次の物件を△△△△に相続させる。

×××平方メートル

１．××市××町×丁目×番

宅地

２．同所同番地所在

家屋番号×番 木造瓦葺き二階建居宅

⑥

床面積 ×××平方メートル

◎◎

二．私名義の××銀行☆☆支店に有する貯金すべてを
□□□□に相続させる。

三．私が所有している××株式会社の株式を、
◇◇◇◇に相続させる。

四．以上に定める財産以外のすべての財産を△△△△
に相続させる。

五．この遺言の執行者として、××市××町×丁目×
番●●●●を指定する。

六．遺言執行者●●●●に対して、本遺言執行のため
の預貯金等の名義変更、解約及び 換金等一切の処分
を行う権限を付与する。

平成××年××月××日

①

③

××県××市××町×丁目×番×号

遺言者 ○○○○

②

本遺言書中九行目中、「☆☆」を「◎◎」と訂正した。

④

○○○○

⑤

【自筆証書遺言を作成する際の形式上の注意点】
・全文自筆で作成（ワープロ等不可）。また、①日付、②署名、③押印が必要。これらの要件を欠くものは無効となる。
・加除訂正の際には、④場所を特定した上で変更の内容を記し、⑤署名、⑥変更の箇所に押印することが必要。

④秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言・自筆証書遺言双方と比べた場合に特段利
用するメリットがなく、実際にも年間百件程度の利用に留まっているという
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ことを考慮すると、遺言者から特段の要望があったようなケース 9 を除けば、
利用を促進していく特別の必要性はないのではないかとの意見があった。
⑤遺言信託
遺言信託は、前述のとおり他の手法と比較して費用面での負担が大きいが、
確実な遺言執行が期待できるというメリットがあるため、中小企業の選択肢
の一つという意味では有意義との意見が多かった。
⑥死因贈与契約
負担付死因贈与契約の仕組みをうまく使って事業承継の円滑化に資する
方法について議論がなされたが、具体的なスキームを確立するまでには至ら
なかった 10 。
⑦後継ぎ遺贈型受益者連続の信託
実務の蓄積が不十分であり、信託法改正も踏まえた活用手法を検討して
いくべきとの意見があった。

３．抽出された課題と今後の対応の方向性
(1)公正証書遺言の活用促進
①抽出された課題
公正証書遺言は相続紛争を防止しつつ事業用資産を後継者に集中させるた
めには最も有効な制度と考えられ、作成件数も近年増加してきているが、今
後その活用をより一層促進していくことが必要と考えられる。
②今後の対応の方向性
公正証書遺言に関する普及・啓発
前述のとおり、公正証書遺言の作成件数は近年増加傾向にあり、平成 16
年の新規作成件数は約６万７千件に達しているが（前出図表５）、中小企業
の事業承継対策として遺言を活用している者が約 17％に留まり、利用を検討
すらしたことがない者が 46％に達している状況を鑑みると（前出図表３）、
遺言全体としての普及は不十分な状態にあり、公正証書遺言の活用を普及・
促進していく余地もまた大きいと考えられる。
また、公正証書遺言の作成件数及び中小企業数との比率を各都道府県別に
9

遺言作成の実務において、稀にではあるが、秘密証書遺言作成の手数料が公正証書遺言に比べ
て低額であること等を踏まえ、遺言内容を専門家等と相談して明らかにした上で、形式上秘密
証書遺言として作成することがある。（
「内容を明らかにした秘密証書遺言」の作成）
10 後継者以外の相続人に財産を取得させる旨の死因贈与契約を結ぶことを条件に、遺留分放棄
を行ってもらう等の提案があった。
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見ると、かなりばらつきがあることが分かる（以下参考、図表７参照）。
（参考）都道府県別公正証書遺言作成件数、中小企業数との比率
公正証書遺言作成件数（平成１６年）
１位
東京都
１０，９９２
２位
神奈川県
４，３８２
３位
大阪府
４，２２３
４５位 福井県
４６位 島根県
４７位 鳥取県

（中小企業数）÷（公正証書遺言件数）
１位
宮崎県
４２．６
２位
東京都
４９．９
３位
神奈川県
５０．７

２７６
４５位 沖縄県
２６８
４６位 新潟県
２５７
４７位 福井県
【詳細は図表７参照】

１２９．１
１３４．３
１４４．１

以上の状況を踏まえると、特に公正証書遺言の作成が進んでいない地域に
おける利用を促進していくため、前出の公正証書遺言作成のメリット及び注
意点、遺言を作成しない場合の相続紛争リスク等について、普及・啓発を強
化していくべきであると考えられる。
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図表７：都道府県別公正証書遺言作成件数等

都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合計

公正証書遺言
作成件数
（Ａ）

公証
役場

公証役場あた
り遺言作成件
数

公証人

公証人あたり
遺言作成件
数

中小企業数
（Ｂ）

(Ｂ／Ａ)

（単位：件）

（単位：箇所）

（単位：件）

（単位：人）

（単位：件）

（単位：社）

（単位：社）

15
3
4
5
2
3
6
6
4
6
10
11
45
15
5
3
3
3
2
7
5
8
11
5
3
4
11
10
2
5
3
2
5
7
7
2
2
5
2
13
2
4
3
5
4
4
2
294

138.3
221.7
122.8
256.0
192.0
149.3
171.2
210.0
303.5
203.3
305.5
215.0
244.3
292.1
155.2
141.7
159.7
92.0
191.5
122.9
186.0
214.0
337.0
193.0
144.3
304.3
383.9
284.0
212.0
130.4
85.7
134.0
186.2
264.0
131.9
218.5
367.0
215.0
282.5
224.9
244.0
197.3
323.7
166.8
267.0
301.0
228.5
227.7
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4
5
9
3
4
8
8
7
9
20
15
107
30
9
4
5
4
3
9
6
12
25
9
4
9
30
21
3
7
3
2
7
14
8
2
4
8
4
24
2
4
6
5
5
5
4
518

94.3
166.3
98.2
142.2
128.0
112.0
128.4
157.5
173.4
135.6
152.8
157.7
102.7
146.1
86.2
106.3
95.8
69.0
127.7
95.6
155.0
142.7
148.3
107.2
108.3
135.2
140.8
135.2
141.3
93.1
85.7
134.0
133.0
132.0
115.4
218.5
183.5
134.4
141.3
121.8
244.0
197.3
161.8
166.8
213.6
240.8
114.3
129.2

2,074
665
491
1,280
384
448
1,027
1,260
1,214
1,220
3,055
2,365
10,992
4,382
776
425
479
276
383
860
930
1,712
3,707
965
433
1,217
4,223
2,840
424
652
257
268
931
1,848
923
437
734
1,075
565
2,924
488
789
971
834
1,068
1,204
457
66,932
（注１）

（注２）

（注１）日本公証人連合会調べ（２００４年作成分）
（注２）日本公証人連合会調べ（２００５年１２月１日現在）
（注３）総務省統計局「事業所・企業統計調査」（２００１年）を再編加工
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185,314
55,324
50,630
79,500
47,371
52,617
81,092
101,555
79,368
85,300
197,256
147,825
548,591
222,205
104,232
47,299
53,914
39,759
41,480
95,213
94,722
158,623
267,922
68,633
42,635
109,457
371,638
186,392
39,476
46,438
21,890
31,092
66,319
104,528
54,243
34,450
41,200
60,025
34,928
171,645
32,091
55,740
63,039
46,603
45,457
65,591
58,987
4,689,609
（注３）

89.4
83.2
103.1
62.1
123.4
117.4
79.0
80.6
65.4
69.9
64.6
62.5
49.9
50.7
134.3
111.3
112.6
144.1
108.3
110.7
101.9
92.7
72.3
71.1
98.5
89.9
88.0
65.6
93.1
71.2
85.2
116.0
71.2
56.6
58.8
78.8
56.1
55.8
61.8
58.7
65.8
70.6
64.9
55.9
42.6
54.5
129.1
70.1

(2)円滑・迅速な遺言執行の実現
①抽出された課題
遺言をただ作成するだけでなく、相続発生後に確実に執行されることが円
滑な事業承継の観点からは非常に重要である。しかし、遺言に基づいて預金
の払戻しを金融機関に請求する際、全法定相続人の同意の確認等過度の確認
資料を要求される場合があるとの問題点も指摘されている。
上記を踏まえ、確実かつ迅速な遺言執行の実現のために必要な方策を検討
する必要がある。
②今後の対応の方向性
遺言執行者の指定の推奨
遺言執行者は、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為
をする権利義務を有する（民法第 1012 条第１項）。遺言者が遺言執行者を
指定するかどうかは、原則として自由であり 11 、遺言執行者が選任されない
場合には相続人全員の合意で遺言を執行する等の対応がとられることとな
るが、遺言内容が複雑である場合等においては、紛争が生じる可能性もあ
る。
上記を踏まえると、被相続人の生前の意思を確実に反映するためにも、
遺言執行者を指定しておくことが望ましい 12 。また、遺言執行者が指定され
ている場合は、原則として相続人の財産処分権がなくなるので、相続人が
財産を第三者に処分したり、相続分の差し押さえを受けた場合でも、後に
取り戻すことが出来るというメリットがある。
なお、遺言の執行には登記の移転等の専門的な法律行為を要することが
多いこと、及び相続人・受遺者が遺言執行者になった場合には利益相反の
おそれがあることを踏まえ、確実な執行のために、相続人・受遺者でない
弁護士等の専門家を遺言執行者に指名することが望ましい。
預金債権の払戻しに関する金融機関の対応についての考え方の明確化
ⅰ）現行の金融機関の対応
遺言に基づいて預金債権の払戻請求を行う際、金融機関が、確認のた
めに全ての法定相続人の実印を押捺した同意書等の提出を求める場合が
あり、円滑・迅速な遺言執行の観点から問題があるとの指摘が委員会で
なされた。
金融機関が上記対応を取る理由としては、次のような場合に遺言に基づ
いた払戻しを行った場合、後々相続人間のトラブルに巻き込まれ、極端
11

遺言内容が非嫡出子の認知や相続人の廃除等を含む場合等には、遺言執行者の選任が必ず必
要。ただし、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任するという方法によることもできる。
12 なお、実務上、ほとんどの公正証書遺言では遺言執行者が指定されている。
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なケースでは訴訟の対象となることをおそれてのものであると考えられ
る。
・ 遺言が、形式不備や遺言者の能力の問題で無効となる場合
・ 遺言が、より新しい遺言で撤回される場合
・ 遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合
・ 払戻請求者以外の相続人等から、遺言についての異議が申し立てら
れた場合
金融機関のこのような対応は、①土地等の不動産と異なり、預金債権
は一度払い戻して費消されると回復が困難であることや、②払戻しを行
った金融機関が債権の準占有者に対する弁済（民法第 478 条）の法理に
よって免責されるための要件が、現状では判例等によって明らかになっ
ているとは言いがたいこと、等を踏まえたものであり、ある程度慎重に
なることもやむを得ない部分もある。しかし、遺言内容に不満のある法
定相続人の実印による同意書を入手するのは現実的に困難なケースも多
いため、円滑な遺言執行の観点からは問題があると考えられる。
ⅱ）委員会での検討
上記問題意識を踏まえ、事業承継関連相続法制検討委員会では、
「正当な
権利者の確認」と「円滑な遺言執行の実現」という利益調整の観点から、
公正証書遺言に基づいて金融機関が預金債権を払い戻す際の対応について
の検討を行った。
（検討の結果、金融機関の対応として望ましいと考えられ
るものについては、次頁以降の別添資料参照）
上記検討結果を踏まえると、円滑・迅速な公正証書遺言の執行のために
遺言作成の際に留意すべき点としては、以下の事項になると考えられる。
・ 遺言執行者としては、相続人・受遺者でない専門家を指定しておく。
・ 遺言の内容として、
「遺言執行者に対して、預貯金等の名義変更、解約、
受領に関する一切の権限を付する」という内容の記載を入れておく 13 。

13

具体的な記載例については、Ｐ18 遺言作成例の六．参照。
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（別添）
公正証書遺言に基づく預金債権の払戻請求に対する金融機関の対応について

平 成 １ ８ 年 ６ 月
事 業 承 継 協 議 会
事業承継関連相続法制検討委員会
本資料の位置付け
事業承継協議会・事業承継関連相続法制検討委員会は、中小企業の事業承継円滑化の
観点から、事業承継に関連する相続法制分野での法的課題の検討を行うために設置され
た。委員会では、公正証書遺言に基づく預金債権の払戻請求が行われた場合の金融機関
の対応として、原則として全法定相続人の同意の確認などの要求をするものがあり、円
滑・迅速な遺言執行の観点から問題であるとの指摘を踏まえ、上記払戻請求があった場
合に金融機関側で必要と考えられる対応についての検討を行った。本資料は、委員会で
の検討結果をまとめたものである。
なお、本資料はあくまで金融機関の参考に資するべく検討委員会での考え方を整理し
ものであり、全ての金融機関の対応を以下のとおり統一することを念頭に置いたもので
はない。また、以下の考え方はあくまで目安であり、個別のケースにおいて、全ての条
件を満たさない場合でも、各金融機関の判断で払戻しを行うことは十分考え得る。
１．総論
預金は不動産等と違って、一度払い戻されて費消されると回復が困難であるた
め、相続開始後、遺言執行者等から遺言書に基づいて預金の払戻請求がなされた場
合、金融機関としては、正当な権利者を保護するため、ある程度慎重にならざるを
得ないと考えられる。
ただし、以下の条件（詳細後述）を満たすときは、当該遺言執行者等を「正当な
権利者」と認める合理性があるので、「円滑な遺言の実現」という利益との調整と
いう観点から、金融機関は払戻しに応ずることが望ましい。
下記条件が全て満たされる場合は、払戻し後に当該遺言の効力が否定されるよう
なことがあっても、金融機関の当該払戻しは、準占有者に対する弁済として免責さ
れるであろうと考えられる。
①公正証書遺言に基づく払戻請求であること
②払戻請求者が正当な権利を有していると考えられること（場合分けに基づく判
断）
③以下の資料等が提出されること。
ア 公正証書遺言の正本又は謄本
イ 被相続人の死亡及び受益相続人を確認するための資料（戸籍・除籍謄本等）
ウ 払戻請求者（遺言執行者等）が本人である旨の確認のための資料（印鑑証
明等）
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２．各論
(1)公正証書遺言に基づく払戻請求であること
公正証書遺言は以下の理由で無効となる可能性が低いため、金融機関は、(2)以
下の条件が満たされる場合、公正証書遺言に基づいて預金債権の払戻しを行うこと
が望ましい。
①作成に公証人が関与しているため、方式不備で無効となることがない。
②公証人が遺言者の同一性を確認し、かつ、作成された遺言書の原本を公証役場で
保管するため、偽造・変造のおそれが少ない。
③公証人が遺言者の遺言能力を確認する（公証人法第 26 条、公証人法施行規則第
13 条）ので、無効となる可能性が低い（なお、判断能力に疑義がある場合の証
拠の保存が義務づけられている（平成 12 年 3 月 13 日付け法務省民一第 634 号法
務省民事局長通達）
）。
(2)払戻請求者が正当な権利を有していると考えられること（場合分けに基づく判断）
①「相続させる」遺言と遺言執行者の執行権限の有無
【問題の所在】
民法では、遺言執行者が指定されている場合、当該執行者は、相続財産の管理そ
の他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し（民法第 1012 条）、相続
人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない（民法
第 1013 条）
、とされている。
しかし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言（以下「相続させ
る遺言」という）がなされた場合について、その遺産が不動産であるときは、当該
遺産は、被相続人の死亡のとき（遺言の効力が生じたとき）、直ちに（遺産分割協
議、審判を経ることなく）、当該相続人（以下「受益相続人」という）に相続によ
り承継され、受益相続人が単独でその旨の所有権移転登記手続ができるから、遺言
執行者がその登記手続を行う義務はない、とした判例がある（最判平成７年１月
24 日）
。また、現在の登記実務では、受益相続人から個別の委任がない限り、遺言
執行者にこのような登記手続の権限（代理権）はない、としている。他方、遺言に
よって受益相続人に「所有権移転登記がされる前に、他の相続人が当該不動産につ
き自己名義の所有権移転登記を経由したため、遺言の実現が妨害される状態が出現
したような場合には、遺言執行者は、遺言執行の一環として、右の妨害を排除する
ため、右所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができ、さらには、真正な登
記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできる。」旨の判例
もある（最判平成 11 年 12 月 16 日）
。
これらの判例の解釈については議論があるが、実務上しばしば見受けられる「特
定の相続人に特定の預金債権を相続させる」、という「相続させる遺言」がなされ
た場合の遺言執行者の権限については、未だ最高裁の判断がなされていないことに
加え、高裁レベルでの判断も分かれている 14 。
14

高裁においては、全遺産を全相続人のうち特定の相続人２名に「相続させる遺言」があった
事例で、特定の預金について遺言執行者の払戻請求権限を否定し、遺言執行者の請求を棄却し
た裁判例がある（東京高判平成 15 年４月 23 日）。しかし、この事案は、原審である地裁の判決
も踏まえれば、遺言が公正証書遺言でなく自筆証書遺言であること、遺言執行者が受益相続人
の一人であること、他の相続人から遺言無効確認請求訴訟が提起されていたこと等の複合的な
理由が存在するため、預金債権全般に同様の考え方が妥当するとは必ずしも言い難い。
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【委員会での検討の結果】
「相続させる遺言」がなされた場合において、遺産である預金債権に対する遺言
執行者の払戻請求権限について、不動産の場合と同様の扱いとするか否かを検討す
るに際しては、以下の点を考慮する必要があると考えられる。
ア）遺言執行者の権限については遺言事項とはされていないが、遺言に、「遺言執
行者に対して、預貯金等の名義変更、解約、受領に関する一切の権限を付する」
という趣旨の文言が記載されているのであれば（実務上、そのような扱いが多
いと言われている）、遺言者の意思解釈として、遺言執行者にこれらの権限を
認めるのが適当と考えられる。
イ）実務上は、相続財産が預金の場合、遺言執行者が当該預金の払い戻しを受けた
上で、受益相続人名義の口座を開設して振り込んだり、受益相続人に分配する
といった行為が必要な場合が多い。
ウ）不動産の場合、登記実務上、不動産登記法第 63 条第２項に基づき、公正証書
の「相続させる遺言」により受益相続人自身による相続登記が可能とされてい
るため、遺言執行者の権限が顕在化しないと考えられる（前記のとおり、遺言
執行者には、登記手続の権限はない、とされている。）が、預金債権の払戻し
の場合は、受益相続人自身にそのような払戻権限を与える法的根拠がないため、
遺言執行者の権限が顕在化しない、とは言えない。
上記を踏まえ、預金債権について特定の相続人に「相続させる遺言」があった場
合の遺言執行者の権限については、以下のように考えられる。
・ 相続財産が預金の場合、
「相続させる遺言」であっても、遺言で遺言執行者が指
定されている場合には、原則として当該遺言執行者が預金の払戻請求権を有す
ると解される。特に、遺言に「遺言執行者に対して、預貯金等の名義変更、解
約、受領に関する一切の権限を付する」という趣旨の文言がある場合には、遺
言内容実現のために遺言執行者がそれらの行為を行うことが想定されているた
め、遺言執行者が執行権限（払戻請求権）を有すると考えるべきである。
・ また、上記預貯金等に関する遺言執行者の権限を明示する文言が無い場合でも、
前記のとおり原則として遺言執行者に執行権限があると考えるべきであるが、
全受益相続人（※）の委任を確認できる資料の提示を求めた上で払戻しを行う
ことがより確実であると考えられる。
（※）遺言で財産を取得する「受益相続人」だけでよく、全法定相続人の委任は不要。

②遺言執行者の利益相反、専門性の有無
相続人・受遺者の一人が遺言執行者になっているような場合には、執行者と他の
相続人との間の利益相反の可能性があり、確実な遺言執行が阻害される恐れがある。
また、銀行預金を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があったものの、当該相続人が遺
言者より先に死亡していた事案で、銀行が当該遺言で指定された遺言執行者（弁護士）に対し
て預金を払い戻したことが債権の準占有者に対する弁済として免責された裁判例（東京高判平
成 11 年５月 18 日）など、「相続させる遺言」についての遺言執行者の執行権限を肯定してい
る高裁判決も存在する。
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また、遺言執行には、相続関係の調査、登記手続等様々な専門知識を要することが
多い。
以上を踏まえると、遺言執行者の利益相反の恐れ及び専門性の有無によって、金
融機関は以下のような対応を行うことが考えられる。
・遺言執行者が「相続人・受遺者でない専門家」
（※）である場合には、遺言執行者
に利益相反の恐れがなく、専門性があって確実な遺言執行が期待できるため、遺
言執行者単独の払戻請求に応じることで問題がないと考えられる。
・遺言執行者が「相続人・受遺者でない専門家」以外の場合についても、原則とし
て遺言執行者単独での払戻しは可能であると考えられるが、利益相反の恐れ又は
専門性の欠如により確実な遺言執行がなされない可能性もあることから、全受益
相続人及び全受遺者の委任を示す資料を確認した上で払戻しを行うことがより確
実であると考えられる。
（※）「相続人・受遺者でない専門家」とは、弁護士等、専門知識を有する者が業務
として遺言執行者に選任されている場合を言う。
以上の検討結果をまとめると、遺言執行者の有無及び遺言内容により、正当な権
利を有すると考えられる払戻請求者は以下の表のとおりとなる。
遺言執行者

遺言執行者あり
左記以外
相続人・受遺者でない専
（相続人・受遺者の一人
門家（弁護士等）
等）

遺言の内容

遺言執行者 原則として遺言執行者単独で払戻請求を行うことが
の権限に関 可能だが、受益相続人及び受遺者全員(※)の委任
する記載なし を得ることが望ましい。

「相続させる遺言」
遺言執行者
の権限に関 遺言執行者が単独で預
する記載あり 金債権全額の払戻請求

を行うことが可能。

遺言執行者なし
（実際には、公正証書
遺言では少数）

状況に応じて判断
（家庭裁判所に遺言
執行者選任の申立て
を行うことも可能）

「相続させる遺言」以外
(※)遺言で預金債権を取得する「受益相続人」「受遺者」の委任でよく、「全法定相続人」の委任は不要。

（なお、遺産の一部についてのみの分割方法の指定も有効とされているため、「相続
させる」旨の遺言により財産を取得する者に法定相続人以外の第三者が含まれてい
る場合であっても、法定相続人の財産取得の部分については、「相続させる遺言」
としての性質決定がなされることとなる。）
(3)必要資料
①公正証書遺言の正本又は謄本
②被相続人の死亡及び受益相続人を確認するための資料（戸籍・除籍謄本等）
受益相続人を確認する資料は、(2)の「相続させる遺言」としての性質決定を
確認するための資料である。
③払戻請求者（遺言執行者等）が本人である旨の確認のための資料（印鑑証明等）
(4)新しい遺言の存在について
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公正証書遺言があったとしても、より後に作成された遺言によって撤回され、
無効となるリスクを完全に払拭することはできないが、以下の理由により、金融
機関は払戻しに応ずるべきであると考えられる。
① ある遺言について、それが「最後の遺言であること」を証明することは不可能
であり、それを理由に金融機関がいつまでも払戻しを拒否するのでは、円滑な
遺言執行は望めない。
② 実際には、公正証書遺言を作成した者が、その後に、内容を変更する別の自筆
証書遺言等を作成するケースはさほど多くないと考えられる。
ただし、状況によっては、適正な遺言執行の実現のために、金融機関が、払戻請
求者に対して、当該遺言の他に最新の遺言がないことを推定させる資料を提出させ
ることで、より新しい遺言が発見されるリスクを低減させることも可能であろう。
資料の具体的内容は、個別のケースごとに考えざるを得ないが、例えば、請求者に、
以下のいずれかの作業を行った旨の書類の提出を求めることが考えられる。
・遺言執行者に就任し、遺言内容に基づいて執行を行う旨を法定相続人に通知
したが、払戻請求日までの一定期間内に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘
密証書遺言を保有する法定相続人が名乗り出ないことの確認。
・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を保有している者は一定期間内
に名乗り出るよう法定相続人全員に通知したが、当該期間中に名乗り出る者
がいないことの確認。
・遺言検索サービスにより、他に最新の公正証書遺言及び秘密証書遺言がない
ことの確認 等
(5)遺留分を侵害する遺言について
金融機関は、遺言の内容に他の相続人の遺留分侵害のおそれがあったとしても、
遺留分減殺請求がなされていることが通知されたような場合を除き、以下の理由に
より、払戻しに応ずるべきと考えられる。
①他人の遺留分を侵害する遺言も有効であり、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行
うことができる、というだけである。そして、金融機関は、当該権利者が減殺請
求を行うか否かを知るすべがないため、払戻しを拒否する理由にはならない。
②遺留分制度は、遺留分権利者が受遺者又は受贈者を相手に減殺請求を行うもので
あるため、遺留分侵害のおそれがある、というだけでは、金融機関が払戻しを拒
否する理由にはならない。
(6)遺言内容に異議申立てをする者がいる場合
金融機関は、相続紛争の有無を能動的に調査することまでは要求されないと考え
られるが、相続人等から異議申立てがなされることにより、相続紛争の存在を知る
場合がある。そのような場合には、金融機関は、払戻請求者、異議申立者双方の意
見を総合的に判断し、個別のケースに応じて払戻しを行うか否かを判断することと
なると考えられる。
（なお、異議申立者側から遺言無効確認や遺留分減殺請求がなされていることを示
す資料などが提出された場合は、金融機関は払戻しを留保せざるを得ない場合も
あると考えられる。
）
以上
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ⅲ）今後の対応
ア）検討結果の普及に向けた取組
・ 金融機関における対応に関する検討結果については、金融機関における
実務での浸透を図るべく、全国銀行協会等を通じて各金融機関への周知
を行うことが適当と考えられる。
・ また、公正証書遺言作成の際に留意すべき点については、弁護士や公証
人等公正証書遺言の作成に携わる実務家への普及を促進すべく、日本弁
護士連合会及び全国公証人連合会等を通じた周知を行うとともに、「事
業承継ガイドライン」に記載することで中小企業経営者に対する普及も
行うことが適当と考えられる。
イ）「相続させる遺言」と払戻請求者の権限についてのさらなる検討
特定の預金債権を特定の相続人に「相続させる遺言」があった場合に
おいて、遺言執行者に執行権限（払戻請求権限）が存するか否かについ
て、当委員会として一定の考え方を示したが、この点についての最高裁
の判断は示されておらず、高裁レベルでの判断も分かれているため、適
正な遺言執行、という観点からは課題が残る。
迅速・円滑な遺言執行、という観点からは、相続財産が預金債権であ
って、かつ遺言執行者が指定されている場合には、積極的に遺言執行者
の執行権限を認めるべきではないかと考えられるが、本件についての考
え方について引き続き検討が行われ、考え方がより一層明確化されるこ
とが望ましい。
また、
「相続させる遺言」があり、かつ遺言執行者が指定されている場
合に、受益相続人本人が払戻請求権を有するか否かについても、個々の
場合分けに基づいた今後の検討が必要である 15 。

(3)その他の手法のさらなる発展に向けた検討
①抽出された課題
各種手法、特に死因贈与契約、後継ぎ遺贈型受益者連続の信託等について
は、様々な活用の可能性が考えられるが、現段階では、手法の研究、実務の
蓄積が不十分であり、全国各地の中小企業経営者が広く一般に利用できるよ
うな状況にはないと考えられる。
②今後の対応の方向性
信託法の改正等も踏まえ、今後これらの手法の一層の研究、実務の蓄積が
進むことにより、全国各地の中小企業経営者が、様々な要請に応じてこれら
の手法を使い分けることができるような環境の整備が期待される。
15この点については、確実な遺言執行が実現されるのであれば、受益相続人の払戻請求権につい

ても、柔軟に認めてもよいのではないかという意見もあった。
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例えば、負担付死因贈与契約は、受贈者が負担の全部またはこれに類する
程度の履行をした場合には特段の事情がない限り撤回できないとの判例（最
判昭和 57 年４月 30 日）を踏まえ、オーナー経営者と後継者の間で、後継者
の会社での労働を負担とする負担付死因贈与契約を締結することで、通常の
遺言等と比較して後継者の権利確定を確実なものとし、後継者のインセンテ
ィブを促すというような利用方法が考えられる。
（ただし、負担の履行あるい
は契約全体が無効とならないよう、条件の付与、贈与する不動産については
仮登記する等の措置も必要と考えられ、今後のさらなる検討が必要である。）
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第三章

特別受益・寄与分・遺留分

１．問題意識
現オーナー経営者が特定の後継者に対して、株式その他の事業用資産を集中
的に承継させようとする際には、特別受益（民法第 903 条）及び遺留分（民法
第 1028 条）の問題を考慮する必要がある。すなわち、民法では、後継者への株
式等の生前贈与や遺贈は特別受益とみなされ、後継者以外の相続人の遺留分に
よる制限を受けることとなる。
中小企業の事業承継の観点から考察すると、相続発生前に後継者の貢献によ
り会社の株式価値が上昇すると、現経営者（＝被相続人）の保有株式の価値上
昇による相続財産の増加、当該後継者に生前贈与され、特別受益とみなされる
株式の持戻し額の増加等が生じ、これらは後継者以外の相続人の遺留分の増加
を意味するため、後継者が現経営者の生前に企業価値を向上させるインセンテ
ィブが失われる結果になり得る。このような後継者の貢献を考慮する制度とし
て、寄与分制度（民法第 904 条の２）があるが、遺贈の額（特別受益に該当）
に影響を及ぼすことができないことや、生前の報酬によって寄与分に対応する
分は支払い済みであるとの評価がなされる可能性があること等いくつかの制約
がある。
このように、特別受益・寄与分・遺留分の三者は密接に関係しており、事業
承継を行おうとする中小企業経営者は、これらの関係に十分配慮しながら後継
者への経営権の集中を行っていく必要があると考えられる。すなわち、他の相
続人の遺留分に配慮してトラブル防止に努めるとともに、特別受益・寄与分・
遺留分の規定を十分理解し、後継者の企業価値向上へのインセンティブを阻害
することがないような対策も求められることとなる。
このような問題意識から、事業承継関連相続法制検討委員会では、特別受
益・寄与分・遺留分に係る民法上の考え方を整理し、企業価値を向上させた
者が貢献に見合った取り分を取得させるために必要な対策、留意すべき点等
についての検討を行った。

２．制度の概要
(1)特別受益
①特別受益制度の趣旨
相続人の中に、被相続人から生前贈与又は遺贈によって特別な利益を受け
た者がいる場合、当該受益を考慮に入れた相続分の計算を行うことで相続人
間の衡平を図る。
②特別受益の要件（民法第 903 条）
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共同相続人中に、被相続人からの遺贈、又は婚姻・養子縁組若しくは生
計の資本として贈与を受けた者がある場合の当該贈与。
③持戻免除の意思表示（民法第 903 条第３項）
被相続人が特別受益の持戻しを免除する旨の意思表示を行った場合は、遺留
分に関する規定に反しない範囲内でその効力を有する。明示の意思表示がある
場合以外にも、黙示の意思表示が認められる場合もある。
④贈与の額の評価（民法第 904 条）
生前に贈与された額の評価については、受贈者の行為によってその目的た
る財産が滅失し、又はその価格の増減があったときでも、相続開始時になお原
状のままであるものとみなして評価を行う。

(2)寄与分
①寄与分制度の趣旨
被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした法定相続人がいる場合、
その寄与度に相当する額を当該寄与者に取得させることで、相続人間の衡平
を図るもの。
②寄与分の要件（民法第 904 条の２）
相続人の寄与行為が、ⅰ)特定の態様によってなされた、ⅱ）特別の寄与であり、
ⅲ)これらの行為により被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたこと。
ⅰ)寄与行為の態様
寄与行為の態様としては、以下のものが挙げられる。
・家業従事型（被相続人の事業に関する労務の提供）
・金銭等出資型（被相続人の事業に関する財産の給付）
・療養看護型（被相続人の療養看護）
・その他（扶養型、財産管理型、他類型との競合等）
ⅱ)特別の寄与
家業従事が特別の寄与に該当するといえるためには、以下の事項等が問題
となるとされている 16 。
ア）無償性
16

司法研修所編「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題（平成６年）
」P280～286
なお、上記出版物は、家庭裁判所の裁判官が、実務に基づき共同討議した結果をとりまとめた
もの。
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当該相続人に給付がなされていた場合でも、同程度の業務を第三者が行
った場合になされたであろう給付（「通常得べかりし給付」）が、現実にな
された給付と比べて大きい場合には、無償性があると評価される。なお、
相続人が「経営者タイプ」の場合と「従業員タイプ」の場合とでは、「通
常得べかりし給付」にも差異が生じる。
イ）継続性・専従性
一般に、家業従事期間が相当の期間に及び、かつ専従性がある場合の方
が、特別の寄与に該当する可能性が高くなる。
ウ）被相続人との身分関係
相続人の寄与行為が被相続人との身分関係において通常期待されるよ
うな程度を超えて、
「特別の」ものであることが必要。
（例えば、夫婦間の
同居・協力・扶助義務や、直系血族及び同居親族の互助義務等は「特別の
寄与」には該当しない。）
エ）その他の事情
寄与行為のなされた当時の社会通念や家業の通常の形態などが考慮の
対象となる。
ⅲ)被相続人の財産の維持・増加
相続人の特別の寄与と、被相続人の財産の維持又は増加の間に因果関係
が存在することが必要。
③寄与分の算定手順
寄与分の額は、原則として共同相続人間の協議で定めるが、協議が成立しな
い場合には、請求に基づき、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財
産の額その他一切の事情を考慮して定めることとなる。寄与分が認められた場
合、被相続人が相続開始の時において有した財産価額から当該寄与分を控除し
たものが相続財産とみなされる。（民法第 904 条の２第１項、第２項）
④寄与分の制限
寄与分は相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除し
た額を超えることができない。（民法第 904 条の２第３項）
このため、被相続人の相続財産の大部分の分配方法が遺言によって指定され
ているような場合には、寄与分が機能する余地はほとんどないことに注意する
必要がある。
また、寄与分は、共同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判により定めら
れるものであるため、遺留分減殺請求訴訟において抗弁として主張すること
はできないので、注意が必要である。
（末尾に添付した「別添．相続紛争トラ
ブル事例」の事例４参照）
さらに、実際には、家庭裁判所において、家業従事型の寄与分は、生前の
報酬によって寄与分に対応する分については既に支払い済みであるという評
価がなされることも多いと考えられる。
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(3)具体的相続分の計算方法
共同相続人の具体的相続分は、法定相続分又は指定相続分に、特別受益・寄
与分による修正を加えて算定することとなる。算定手順は以下のとおり。
ⅰ）みなし相続財産の計算
みなし相続財産＝被相続人の遺産額（遺贈分を含む）＋特別受益合計－
寄与分合計
ⅱ）各相続人の具体的相続分の計算
各相続人の具体的相続分 17 ＝みなし相続財産×法定・指定相続分＋個人の
寄与分－個人の特別受益

17

特定の相続人への特別受益の額が相続分を上回る（上記計算結果がマイナス）場合は、当該
相続人の具体的相続分はゼロとなり、遺留分の規定に反しない限りは、マイナス部分を返還す
る必要はない（民法第 903 条第２項）。この場合、他の相続人の相続分は、計算結果に基づいて
得られた割合によって再調整される（参考ケース３参照）。
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（参考）具体的なケースに基づく計算例
（ケース１）相続人は妻Ａと長男Ｂ、次男Ｃ、三男Ｄ。相続財産は 6,500 万円。
被相続人は、生前にＤに 500 万円を生前贈与し（価値は相続開始時でも不変
と仮定）
、遺言で 1,500 万円をＢに遺贈。また、Ｂは被相続人の家業に従事
しており、1,000 万円の寄与分が認められる場合。
ⅰ）みなし相続財産の計算
6,500＋500（Ｄへの生前贈与）－1,000（Ｂの寄与分）＝6,000 万円
ⅱ）各相続人の具体的相続分の計算
妻Ａ ：6,000×1/2＝3,000 万円
長男Ｂ：6,000×1/6＋1,000－1,500＝500 万円（別途 1,500 万円の遺贈あり）
次男Ｃ：6,000×1/6＝1,000 万円
三男Ｄ：6,000×1/6－500＝500 万円
（ケース２）ケース１において、Ｂへの遺贈 1,500 万円分に被相続人の持戻免除
の意思表示がなされていた場合。
ⅰ）みなし相続財産の計算
6,500＋500－1,000－1,500＝4,500 万円
ⅱ）各相続人の具体的相続分の計算
妻Ａ ：4,500×1/2＝2,250 万円
長男Ｂ：4,500×1/6＋1,000＝1,750 万円（別途 1,500 万円の遺贈あり）
次男Ｃ：4,500×1/6＝750 万円
三男Ｄ：4,500×1/6－500＝250 万円
（なお、被相続人に負債がない場合、Ｃ，Ｄの遺留分は、
7,000×1/12＝約 583 万円＜750 万円）
（ケース３）ケース１において、Ｂへの遺贈が 3,000 万円である場合。
ⅰ）みなし相続財産
6,000 万円
ⅱ）各相続人の具体的相続分
ア）本来の相続分
妻Ａ ：3,000 万円
長男Ｂ：6,000×１／６＋1,000－3,000＝－1,000 ･･･ゼロとみなす
次男Ｃ：1,000 万円
三男Ｄ：500 万円
イ）調整後の具体的相続分
相続対象となる財産：6,500－3000＝3,500
妻Ａ ：3,500×3,000／（3,000＋1,000＋500）＝約 2,333 万円
長男Ｂ：０円（別途 3,000 万円の遺贈あり）
次男Ｃ：3,500×1,000／（3,000＋1,000＋500）＝約 778 万円
三男Ｄ：3,500×500／（3,000＋1,000＋500）＝約 389 万円

35

(4)遺留分
①遺留分制度の趣旨
被相続人は、原則として生前贈与や遺言により自由に自分の財産を処分で
きるが、相続人には、最低限、一定割合の相続権（＝遺留分）を保障すること
で相続人間の衡平を図る。当該遺留分を侵害する生前贈与や遺贈については、
侵害された相続人が遺留分減殺請求を行うことができる。
②遺留分の額（民法第 1028 条）
以下の額を、相続人が法定相続分に従って分配したもの。
（ただし、兄弟姉
妹には遺留分はない。）
ⅰ）直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の１／３
ⅱ）上記以外の場合
被相続人の財産の１／２
③遺留分の計算の基準となる財産（民法第 1029 条）
被相続人が相続開始時に有した財産＋贈与した財産の価額 18 －債務合計額
④特別受益との関係
特別受益に該当する贈与は、民法第 1030 条の贈与の要件に該当しないよう
なものであっても、原則として上記③の遺留分計算基準額に含まれる。
（民法
第 1044 条）
持戻免除の意思表示を行った部分についても上記遺留分の規定に反するこ
とはできない。（民法第 903 条第３項）
⑤寄与分との関係
遺留分減殺請求の対象は遺贈・贈与に限られることから、寄与分は、少な
くとも理論上は、減殺請求の対象とはならないと考えられる（民法第 1031 条）。
ただし、寄与分は、共同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判により定めら
れるものであり、遺留分減殺請求訴訟において、抗弁として主張することは
許されないという手続上の問題に注意する必要がある。
また、他の相続人の遺留分相当額を侵害するような過大な寄与分が認めら
れるかどうかについては、以下のような裁判例がある。
ⅰ）東京高決平成３年 12 月 24 日
原審判（家庭裁判所）は、被相続人の長男が、長期間にわたり家業の農
業を手伝い、被相続人の相続財産である農地などの維持管理に努め、晩年
の被相続人の療養看護をなした、という事案において、相続財産の７割に
あたる寄与分を認定した。
これに対して、抗告審である高等裁判所は、①寄与分の制度は、相続人
間の衡平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に
18

相続開始前の一年間にしたものに限る。ただし、当事者双方が遺留分権者に損害を加えるこ
とを知って贈与した場合には、一年以上前にした贈与であっても対象となる。
（民法第 1030 条）
（最判平成 10 年３月 24 日）
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制限されるものではないが、寄与分を定めるにあたっては、それが他の相
続人の遺留分相当額を侵害する結果となるかどうかについても、
「一切の事
情」として考慮しなければならない、②その長男が後継者として家業であ
る農業を続け、農地の維持管理を行ない、被相続人の療養看護をした、と
いうだけでは、その寄与分を７割と大きく評価する（他の相続人の遺留分
相当額を大きく侵害する結果となる）のは相当ではなく、さらに特別の寄
与をしたなどの事情がなければならない、として原審判を取り消し、差し
戻した。
ⅱ）和歌山家審昭和 59 年１月 25 日
被相続人の相続財産である宅地・居宅等の購入資金の大部分が申立人（被
相続人の後妻）が提供した金銭によるものであったこと、他の相続人（前
妻の子２名）が被相続人と別居しており上記相続財産とは何ら関わりがな
かったこと等に鑑み、申立人の寄与度を相続財産の 82.3％とする高い割合
の寄与分を認めた。
⑥遺留分減殺請求が行われた場合の弁済方法
遺留分減殺請求を受けた受贈者・受遺者は、贈与・遺贈の目的のうち減殺
される部分の価額を遺留分権利者に弁償することで、原物返還の義務を免れ
ることができる（民法第 1041 条第１項）
。なお、減殺請求の対象となる財産
が複数ある場合に、請求を受けた者は、特定の財産についてのみ価額弁償を
選択することも可能と解されている（最判平成 12 年７月 11 日）。

３．抽出された課題と今後の対応の方向性
委員会では、親族内後継者の経営努力により企業価値が増大した場合にお
ける相続時の評価について、特別受益・寄与分双方の観点から検討を行った
が、以下の典型ケースを想定し、課題の整理と対応の方向性を整理すること
とする。
【想定ケース】
大多数の株式を保有するオーナー経営者Ａが、親族内後継者である長男Ｂへ
の事業承継を検討・実施中。Ａには、Ｂの他に、次男Ｃと長女Ｄという法定相
続人がいる。
オーナー経営者Ａは、長男Ｂへの経営権の集中を円滑に行うべく、生前から
Ｂに対して一定程度の株式の贈与を行いつつ、経営の実権もＢに委ねていたと
ころ、Ｂの経営努力を主因として会社の業績が大幅に拡大。結果として、Ａの
相続が発生した時点では、Ａの相続財産の大部分である株式の価値及び長男Ｂ
が生前に贈与された株式の価値が大幅に上昇していた。
なお、Ａは遺言を作成していなかった。
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(1)特別受益の評価方法の検討
①抽出された課題
株式価値上昇前に親族内後継者（上記Ｂ）に生前贈与した株式を、株式価
値上昇後の価額で持ち戻すと、その分他の相続人（上記Ｃ，Ｄ）の遺留分額
が上昇すること等により、親族内後継者への事業用資産の集中が困難となる。
現行法の下では、特別受益に該当する贈与の評価は相続開始時点で行うこ
ととされているため（民法第 904 条）、上記ケースの場合においても、贈与
を受けた株式の評価は贈与時点ではなくあくまでも相続開始時点で行うこと
となり、会社の株式価値増大に寄与した後継者の努力は、まさに株式価値を
上昇させたがゆえに他の法定相続人の遺留分額の上昇を引き起こし、経営権
の集中が困難となる。
また、相続時精算課税制度 19 を選択していた場合には、生前の贈与について
は、贈与時点の価格評価で相続時に精算することとなることから、民法上の
評価と税法上の評価の乖離が具体的に問題となる 20 。
②今後の対応の方向性
業績向上に対する報酬としての財産移転の推奨
後継者に財産を移転する際、特別受益に該当する贈与・遺贈の形を取るの
ではなく、業績向上に対する報酬を与えるという形を取れば、他の相続人の
遺留分が上昇するといった問題は発生しないこととなるため、貢献分に見合
った財産を後継者に取得させる方法としては最も有効である。
なお、報酬を与える場合には、現オーナー経営者から後継者への個人間の
財産移転の形を取るのではなく、会社から後継者へ金銭や自己株式 21 を給付
する形を取ることで、特別受益に該当する贈与でないことを明確にしておく
べきである。 22
19

生前贈与を行いやすくする観点から平成15年度税制改正において導入された制度で、同制度
の利用を選択すれば、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係に入る親（65歳
以上）から子（20歳以上）への贈与について、贈与税の大幅な軽減・簡素化（非課税枠2500万
円、税率は一律20%）が認められている。
20 例えば、後継者たる長男に対して特別受益に該当する株式の贈与を行い、相続時精算課税制
度も選択していた場合で、当該株式の贈与時点の評価額が２億円、相続時点の評価額が８億円、
その他相続財産の評価額が１億円であったケースを考えると、相続時精算課税制度上は贈与財
産と相続財産の合算で３億円と評価されるが、民法上は９億円と評価されることから、税法上
の評価を前提に遺留分侵害の可能性を考慮して生前贈与を行っても、結果として実際の民法上
の遺留分額が大きくなり、他の相続人に遺留分減殺請求権が生じる可能性がある。
21 給付する自己株式を保有しない場合は、後継者が増資に応ずることも同様の効果をもたらす
ことになる。また、今後は、中小企業においてもストックオプションを用いて後継者に株式を
取得させることも選択肢の一つになると考えられる。
22 加えて、後継者に貢献分の財産を取得させるためにも、資産構造の見直しを行い、実質的に
は会社の資産であるが、オーナー経営者の名義となっている会社用地や借地権等の財産につい
ては、適正な価額による売買により会社が所有者となり、オーナー経営者の相続財産を構成し
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特別受益に該当する贈与・遺贈を行う際に有効な取組の推奨
上記の報酬の範囲を超えて、特別受益に該当する贈与・遺贈の形で事業用
資産を後継者に取得させる場合には、当該贈与・遺贈分については他の相続
人の遺留分減殺請求の対象となり得ることはやむを得ないが、次善の策とし
て、後継者の特別受益を必要以上に増加させないよう、以下のような取組を
推奨すべきである。
・贈与した株式が相続開始時の上昇した価値で持ち戻されるのを防ぐた
め、株式ではなく金銭で後継者への贈与を行い、当該金銭によって株
式をその時点での適正価格で買い取らせる形にする 23 24 。
・贈与・遺贈を行う場合に、原則として遺言等で全ての遺産の分割方法
を指定しておくべきであるが 25 、左記に該当しない場合には、少なくと
も持戻免除の意思表示を明確に行っておくべきである 26 。
また、仮に遺留分減殺請求がなされた場合に、後継者である受贈者・受
遺者が、遺留分権利者に株式等の事業用資産そのものを返還するのでなく、
価額弁済で足りるような工夫もしておくことが望ましい。

特別受益の評価方法の適正化
特別受益の評価時点は相続開始時という現行法上の解釈は、事業承継の
ためにオーナー経営者が後継者に対して株式を生前贈与するという局面に
限定して考えた場合、後継者が企業価値を向上させるインセンティブを阻
害する面があると考えられるが、その評価時点を前提としても、後継者の
寄与を考慮した評価方法を用いることにより、評価を適正化する方法を検
ないようにしておくことが有効となる場合もあるとの意見もあった。
当該方法は、相続時精算課税制度を活用して、一度に大量の贈与を行いたい場合等にも活用
できると考えられる。
24 但し、現金での贈与と当該現金による株式の買取りが時期的に近接している等の事情がある
ときは、特別受益の評価の際、裁判所から「実質的に株式の贈与がなされた」と判断される可
能性もあるため注意が必要である。
また、当委員会では、民法における特別受益を必要以上に増加させない取組を検討しているが、
受贈者側の贈与税や贈与者側の譲渡所得課税等、税負担の問題は別途検討する必要がある。
25 特別受益の持戻しは、遺産のうち遺言等で分割方法が指定されていないものを分割する際に
機能するため、遺言で全ての財産の分割方法が指定されている場合（例えば、遺言にＰ18 の遺
言作成例の四．の文言がある場合等）には機能しないこととなる。
26 調停・審判等の実務においては、貢献度合に応じてなされた後継者への贈与等については、
解釈上黙示の持戻免除の意思表示があるとみなされることもあるが、明示的に意思表示を行う
ことが望ましいことは言うまでもない。実際に遺言で持戻免除の意思表示を行う場合の具体的
文言としては、例えば以下のものが考えられる。
「従来の贈与及びこの遺言書による相続人の取得分は、遺産分割の際には、相続財産に含まな
いものとする」
また、持戻免除を行ったとしても、遺留分の制約に服することには注意が必要である。
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討すべきであると考えられる。
（なお、土地の評価を行うに当たって、贈与時に農地であったものが相続
開始時に宅地に変更されているような場合でも、農地のままであったと仮
定して評価を行うこともあり、これに類似した考え方を用いることが可能
ではないかとの意見があった。）

(2)寄与分の算定方法の明確化
①抽出された課題
寄与分は遺贈の額に影響を及ぼすことができないため、遺言が作成される
場合には実質的に機能しないことも多いが、上記ケースのように遺言が作成
されていないような場合には機能する余地が生じることとなる。中小企業の
事業承継については、「家業従事型」における株式の評価が特に問題となる
と考えられるが、上記のようなケースでは、オーナー経営者（上記Ａ）の相
続財産である株式のうち、親族内後継者（上記Ｂ）の寄与によって上昇した
価値が寄与分として適切に評価されなければ、その分他の相続人（上記Ｃ，
Ｄ）の相続分が増加し、親族内後継者への事業用資産の集中が困難となる。
寄与分については、共同相続人間の協議が成立しない場合は、家庭裁判所
が定めることとなるが、調停・審判実務における寄与分の算定については、
明確な算定方法が存在するというわけではなく、総合的な事情を考慮して個
別ケースごとに判断されているのが実状であり、予測可能性の観点からは問
題が残ると考えられる。
また、他の相続人の遺留分相当額を侵害するような過大な寄与分が認めら
れるには、通常の「特別の寄与」に止まらず、さらに「特別の寄与」がない
と認められない、とした裁判例がある（東京高決平成３年 12 月 24 日。Ｐ36
参照）。上記を踏まえると、想定ケースにおいて親族内後継者の寄与が大き
く、その比率が他の相続人の遺留分相当額を侵害し得るほどのものであった
としても、実務ではその寄与分がそのまま認められることは少ないと考えら
れる。
②今後の対応の方向性
寄与分算定の際に考慮されていると考えられる事項の普及・啓発
中小企業の事業承継における「家業従事型」の寄与分については、明確
な算定方法が存在するというわけではなく、総合的な事情を考慮して個別
ケースごとに判断されているのが実状であるが、以下の寄与分算定事例に
ついての調査等を参考にして、家業従事型の寄与分が認められたような場
合に、どのような事項が考慮されたのかを明らかにし、広く普及・啓発し
ていくことで、後継者が貢献分に見合った事業用資産を取得できるように
努めることが必要である。
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（参考）調停・審判実務における寄与分の算定事例
(1)最高裁事務総局の寄与分調査
①寄与分事例集調査（以下、「事例集調査」
）
対象：平成３年 10 月～平成５年３月にかけて、全国の家庭裁判所に調査を依頼し
て得られた結果の集計。
結果概要：
ａ）寄与分の申立て・主張があった調停・審判計 297 件のうち、家業従事型（複
合型除く。以下同じ）は 69 件。
ｂ）家業従事型についての認容率は、調停 56％（18/32）、審判 65％（24/37）
。
ｃ）寄与分の割合は、調停の平均値 17.8％（最大 33％）
、審判の平均値 16.5%
（最大 50％）。
ｄ）認容例の職業は、農業が過半。他は、飲食店、小売業等多種多様。
②平成 17 年度調査（以下、
「17 年度調査」
）
対象：平成５年以降に相続が開始された案件で家業従事型（農業を除く）の寄与
分が認められた事例の集計（最高裁で把握している審判事例について、事
件の秘密性に反しない限度で情報の提供を受けたもの）
結果概要：
ａ）該当は 16 件。
ｂ）寄与分の割合は、平均で約 15％（最大 40％）。
ｃ）職種は製造業、飲食店、歯科診療所等。寄与期間中に、個人経営から法人
化したケースも数件確認される。
ｄ）寄与の方法・程度について、半数近くは「経営者タイプ」であると考えら
れる。
(2)個別事項の分析
①寄与期間と寄与分認容率
「事例集調査」では、寄与の期間が 10 年未満で寄与分が認容された事例はな
かったのに対し、10～20 年未満では認容率 69％、20～30 年未満では認容率 80％、
30 年以上では認容率 88％と、寄与期間と認容率の相関関係が顕著に現れている。
また、認容事例のみを集めた「17 年度調査」では、寄与期間の平均は約 28.6
年（９年～48 年）であった。
②寄与期間と寄与分割合
「事例集調査」では、30％以上の寄与分を認められた９件の平均寄与期間は
26.1 年であり、
「17 年度調査」で 30％以上の寄与分を認められた２件について、
寄与期間はそれぞれ 48 年と 26 年であった。このように、寄与分割合が大きい
ものについては総じて寄与期間も長く、両者には概ね相関関係が認められるが、
特別受益等他の要因により、寄与期間が長期でも寄与分割合が低い場合も見受
けられる。
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③反対給付と寄与の方法・程度
「17 年度調査」において、16 件のうち、反対給付（現実に得た給付）が全く
なかった事例は２件のみであり、12 件（うち生活費のみの支給２件）が何らか
の形で反対給付を得ていた（不明２件）。
また、定期的な給与等が支給されていても、寄与の方法・程度との関係を
考慮し、「借金返済や会社価値の向上に寄与した」、「両親の要請により他の会
社を退社し、家業の主な担い手として稼働したが、低賃金だった」、等の事例
で寄与分を認容している。
以上を踏まえると、家業従事型の寄与分が認められるケースに関しては、反
対給付はあるものの、通常得べかりし給付に見合わないとして無償性の要件を
満たす事例が少なからずあるものと考えられる。
④特別受益・その他の利益
「17 年度調査」において、寄与者に特別受益があると明確に認められたのは、
16 件中３件のみ。ただし、黙示の持戻免除を認めた事例や、相続人間の衡平を
図る観点から、寄与者が得た利益を、特別受益とはみなさないものの寄与分算
定の上で考慮している事例は多い。
⑤相続人の配偶者の寄与
「17 年度調査」において、配偶者の家業従事が寄与分算定の上で考慮された
事例が２件見受けられる。

寄与分算定方法の明確化に向けた実務の蓄積
上記に加えて、中長期的には、親族内後継者の寄与が実態に応じて正当に
評価されるよう、中小企業の事業承継における「家業従事型」の寄与分の算
定方法の客観化・明確化について引き続き検討し、実務の蓄積を促していく
ことが必要である。
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おわりに
本中間報告は、現時点で考えられる事業承継に関連する相続法制分野での課
題を抽出し、今後の対応の方向性をまとめたものである。
本委員会では、現オーナー経営者が保有する株式等の事業用資産を後継者に
承継する際に、どのようにすれば後継者の企業価値向上分に見合った資産を取
得させ、後継者のインセンティブを阻害しないようにすることができるかが大
きな議論の焦点となった。これまでに検討してきた後継者への事業用資産移転
の各種手法を、上記目的を達成するために有効な順番に挙げるとするならば、
①報酬としての会社からの財産提供、②オーナー経営者からの生前贈与、③遺
言等の活用、④寄与分の利用、という順番となるであろう。
報酬としての会社からの財産提供は、第三章で述べたとおり、特別受益や他
の相続人の遺留分侵害といった問題を生じさせずに、後継者の会社価値向上に
見合った資産を取得させることができる方法である。これまでの日本の中小企
業の多くは、内部留保を重視し、会社利益を外部に流出させないことを第一に
考える傾向にあり、特に同族性の強い会社においては、会社財産と個人財産の
区分が必ずしも明確でないようなケースも見受けられたが、企業価値の向上を
志向する以上は、上記のようなリスクも認識し、業績に見合った報酬をその都
度提供していくといった姿勢も必要となってくるであろう。
次に有効と考えられるのが、オーナー経営者からの生前贈与である。特別受
益に該当する贈与は遺留分減殺請求の対象となる可能性があるが、オーナー経
営者の生前に後継者の権利確定ができるという点では有効と考えられる。第三
章で述べた、株式ではなく現金での贈与や、持戻免除の意思表示を行うといっ
た点に留意するとともに、税務面の検討を行い、相続時精算課税制度の活用等
の対策と組み合わせて実施することで更に実効性が高まると考えられる。また、
特別受益の評価方法については引き続き検討を加えていくことが必要である。
その次に有効と考えられるのが、第二章で検討した遺言等の活用である。形
式不備等により無効となるリスクについては、各種遺言の中で最も信頼性の高
い公正証書遺言を用いることで防ぐことが可能である。ただし、遺贈は特別受
益に該当するため、生前贈与と同様、遺留分減殺請求の対象となる可能性があ
ることに加えて、被相続人の意思により自由に撤回できるため、後継者の権利
確定という面で不確定要素が残るという問題もある。また、執行の際にトラブ
ルが生じる可能性もあるが、こうした問題に関しては、第二章で述べた公正証
書遺言に基づく金融機関の払戻しに関する対応についての働きかけ等を行って
いくことや、引き続き「相続させる遺言」と遺言執行者の執行権限の関係の明
確化等を図っていくことで、円滑・迅速な遺言執行を実現していくことが必要
である。さらに、死因贈与契約や後継ぎ遺贈型受益者連続の信託等、各種手法
の更なる発展に向けた検討を引き続き行っていくことも重要である。
上記手法が用いられなかった場合の最終手段となるのが、寄与分の活用であ
る。ただし、寄与分については、遺贈の額に影響を及ぼさないことから機能す
る局面が限定的であることや、実際にどの程度の寄与があったかを立証するこ
とが非常に困難であること、既に報酬が支払い済みであると評価されることも
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ある等の理由から、家業従事型において寄与分が認められるケース自体が少な
い。このため、どの程度の寄与を行った場合にどの程度の寄与分が認められる
かが予測できず、事業承継のために制度を活用しづらいといった実務家の意見
がある。これまでの調査結果等を踏まえて引き続き検討を行い、中長期的には、
客観的な寄与分の算定方法が明確化されることで、寄与分制度が中小企業の事
業承継円滑化の実務で活用されやすくなるような状況が生まれることが望まれ
る。
また、各種制度等について、中小企業経営者の利用促進を図っていくことが
非常に重要である。企業価値の向上に貢献のあった後継者にはその都度会社か
ら報酬を支払うことの有効性や、公正証書遺言作成のメリット等の普及・啓発
に力を入れていくとともに、遺言作成をサポートする弁護士や公証人へのアク
セスポイントの拡大、遺言信託等各種サービスの担い手の増加等、中小企業経
営者の円滑な事業承継に向けた取組をサポートする環境の整備が望まれる。
今回の検討の結果明らかになった相続法や税法上の検討課題を踏まえ、事業
承継に関連する相続法制分野等の制度のあり方について、引き続き検討が行わ
れることが重要である。
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（別添）
相続紛争トラブル事例

事例１：遺産分割の際に株式の評価がなされた事例

被相続人の家業：建設業
相続人：長男、長女、次女
遺産の額：土地及び建物（１棟は賃貸用、１棟は会社へ賃貸） 、その他株式（会
社株式含む）並びに自宅土地・建物、預金等
事例概要：
１．被相続人が当該会社株式の８５％を所有。
２．遺産分割調停開始。事業を承継する長男と長女・次女とのグループに別れ
る。長男は大学卒業後、当該会社に入社、相続開始時に長女とともに当該
会社の役員であった。
３．自宅土地建物及び賃貸用の建物（敷地含む）１棟は長女・次女グループが
取得希望するとともに、当該会社の株式の取得を要求。長男側は当該会社
株式の被相続人所有分全ての取得を希望。
４．結局、当該会社の株式（同族、譲渡制限付）の評価を行うことになり、家
庭裁判所が選任した鑑定人（公認会計士及び税理士）により評価がなされ
た。
５．上記評価結果に基づき、分割案を作成、一旦は審判に移行したが、和解で
解決。
結果：
被相続人所有の株式と会社が賃借していた建物（敷地含む）は事業を承継す
る長男が取得し、建物、預金等は長女と次女が取得することとなった。また、
当該会社の役員となっていた長女は、役員を任期満了で終了し再任しないこと
となった。また、長女・次女が従来取得していた当該会社株式はそのまま持ち
続けることとなった。
コメント：
鑑定人による株式の評価が高額であったため、当該会社株式以外の主要な財
産の多くを長女・次女グループに分割することとなった。
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事例２：同族会社の株式について、遺産の範囲が争われた事例
被相続人の家業：製造業
相続人：Ｘ（被相続人Ａの長男）、Ｙ１（妻）、Ｙ２（長女）、Ｙ３（二男）
遺産の額：争いあり
事例概要：
被相続人Ａは、生前、自動車部品製造業の株式会社甲（都心に土地と建物を所有。資本金１億円、
１株の額面５００円。以下「甲社」）を実質的に支配して経営していたところ、死亡して相続が開
始した。相続人は、Ａの妻Ｙ１、長男Ｘ、長女Ｙ２、二男Ｙ３である。そこで、Ｙらは、甲社の発
行済株式２０万株全てがＡの遺産であるとして遺産分割を行なおうとしたところ、Ｘが、甲の全株
式のうち、１３万２０００株については自分が株主であると主張して、遺産分割に応じなかった。
なお、株主名簿はなく、遺言書も存しない。
争点：
Ｘは、Ｙら及び甲社を被告として、甲社の全株式２０万株のうち１３万２０００株が自己に帰属
することの確認を求めて、訴訟を提起した。
１３万２０００株のうち５万２０００株分については、ＸがＡから取得したことについては争い
はない。
ア Ｘは、Ａから増資の際の新株引受の依頼を受け、昭和６１年、Ａに４０００万円（８万株）を
株式払込金として交付したが、Ａは２０００万円（４万株分）のみを株式払込に充て、残余の２０
００万円をＡ個人の用途に使ってしまった。そして、Ａは、昭和６３年の増資に際し、自分自身の
預金から株式払込金として２０００万円を払い込んだ。そのため、Ｘは、約定に基づいて、当初Ａ
に預託した４０００万円分（８万株）の株式を取得した、と主張したが、Ｙらは、①株式の払込に
充てられたのは２０００万円のみであるから、取得した株式も２０００万円分（４万株）のみであ
る、②Ａが２０００万円を自己の用途に充てることについて、Ｘは承認していた、と主張した。
イ 前記増資後、Ａは甲社を二男Ｙ３に承継させたいと考えるようになったため、Ｘとの間で紛争
が生じ、平成５年に、ＡはＸに３０００万円を交付した。この金員の性質について、Ｘは、「Ａが
無理やり渡したので受領しただけである」と主張し、Ｙらは「Ａは３０００万円でＸの株式全部を
買い取った」と主張した。
結果：
ア 裁判所は、Ａが２０００万円以外の資金を証券投資に充てることについてＸが承認していた、
と認定し、Ｘが取得した株式は合計で９万２０００株（４６００万円分）のみであるとした。
イ そして、平成５年当時、甲社の１株の純資産方式による評価額は約１７００円であったが、裁
判所は、ＡがＸの株式９万２０００株のうち、６万株を額面（５００円）、合計３０００万円で買
い戻した、と認定した。
その結果、Ｘの持株数は３万２０００株（１６００万円分）のみである、との判決となった（確
定）。
コメント：
本件は、遺産分割の前提問題として、遺産の範囲そのものについて相続人間に争いがあったため、民
事訴訟として争われた事案である。
この判決により、Ａの遺産の範囲が確定し、現在、遺産分割が行われているが、その中で、純資産方
式による評価額１株１７００円の株式６万株（総額１億２００万円）を、額面金額５００円（総額で
３０００万円）で譲渡したとされたＸの行為について、寄与分に当るか否かが争われている。
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事例３：後継者が死因贈与により被相続人の株式を取得したとして争った事例

被相続人の家業：製造、販売業
相続人：配偶者（子供なし）、実姉、実姉の夫（被相続人の実親と養子縁組）、
実妹の合計４名
遺産の額：数百億円（そのほとんどを持株会社の株式が占めている）
事例概要：
被相続人は、持株会社Ａ社の株式をはじめ、グループ会社の株式を所有する
グループ企業のオーナー兼経営者であった。
被相続人と配偶者Ｙとの間には子供がおらず、配偶者は経営に関与していな
かった。
被相続人は、後継者を甥のＸとすることとし、以前から自らの株式の一部を
Ｘに譲渡し、一部のグループ会社の代表取締役に就任させていた。また一部を
グループ会社に譲渡して現金化するなどして事業承継、相続対策を行ってき
た。
しかし遺言書は作成しなかった。被相続人は入院先の病院で死亡したが、死
亡時には持株会社Ａ社の株式の３分の１以上をはじめ、グループ会社数社の株
式を有していた。一方、ＸはＡ社の株式を数パーセントしか有しておらず、配
偶者Ｙが株式を相続すれば（法定相続分４分の３）、支配権を維持することは
困難な状況にあった。
被相続人の財産はＸが代表取締役を務める会社が管理していたため、Ｙは会
社に対し、財産の内容を開示するよう求めた。これに対しＸは、病院で被相続
人と筆談したときの手書きのメモを根拠に、被相続人から株式を死因贈与によ
り取得したと主張し、ＸがＡ社ほかグループ会社の株主であることの確認請求
訴訟を提起した。
結果：
Ｘの請求は棄却。その後株式を含めた相続財産につき相続人間で遺産分割が
成立。
Ｙは相続により取得した全株式をグループ会社に売却（商事非訟手続により
売買価格決定）。
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事例４：遺留分減殺請求に対し、寄与分の主張がなされた事例
被相続人の家業：製造業
相続人：妻は既に死亡。実子６人
遺産の概要：自 宅
事業用地
貸 家
次男の自宅敷地
預貯金
合 計
長男への生前贈与
遺留分の基礎となる財産
事例概要：

（約２億円）
（約６億円）
（約１億円）
（約 8000 万円）
（4000 万円）
10 億 2000 万円
1 億 8000 万円
１２億円

父製造業、母はすでに他界。子供は６名。長男Ａ、次男Ｂ、長女Ｃ、二女Ｄ、三女Ｅ、四女Ｆ。父
は平成 10 年４月、
「不動産の約８割に相当する不動産及び預貯金をＡに、Ｂの自宅敷地をＢに、残り
の不動産（全体の約１割）をＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆに相続させる」旨の公正証書遺言を作成。父は平成 15
年２月に死亡。長男Ａが上記遺言で取得した不動産の大部分は事業用地。
尚、父から長男への生前贈与がなされており、その額は１億 8000 万円。
長男が本件遺言により取得した財産は、不動産（評価額約８億）と預貯金約 4000 万円。一方、次
男が取得した財産は、次男の自宅敷地（評価額約 8000 万円）
。長女以下が取得した財産は、貸家とそ
の敷地（評価額約１億円）
。
以上により、遺留分の基礎となる財産の総額は、積極財産が約 12 億円。
相続人１人当たりの遺留分は 12 億円÷６÷２＝約１億円。
遺留分侵害額は、
次男Ｂ

１億円－8000 万円＝2000 万円

長女Ｃ

１億円－2500 万円＝7500 万円

二女Ｄ

１億円－2500 万円＝7500 万円

三女Ｅ

１億円－2500 万円＝7500 万円

四女Ｆ

１億円－2500 万円＝7500 万円

次男Ｂ、三女Ｅ、四女Ｆは、長男Ａに対しそれぞれ遺留分減殺請求として長男が取得した不動産の
持分移転登記と金銭の支払いを請求し、提訴。
長男Ａは、訴訟において、寄与分（寄与分割合 50％）を主張。
具体的には、すべての事業用地につき、共有持分２分の１を有すると主張し、この部分は遺留分の
基礎となる財産から除外されると主張。

結果：
裁判所は、寄与分を遺留分減殺請求訴訟において抗弁として主張することは許されない（最高裁平
成 11 年 12 月 16 日第一小法廷判決）とした上で和解勧告。Ａは事業用地につきその一部を他の相続
人に渡すことを内容とする和解成立。
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