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第2節 遺留分減殺請求
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1 遺留分減殺請求の相手方

遺留分減殺請求は，減殺対象の財産の受遺者又は受贈者です。

これは，次の条文から明らかです。

第1031条 遺留分権利者及びその承継人は，遺留分を保全するのに必要

な限度で，遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求するこ

とができる。

Ｑ 遺言執行者へ内容証明郵便で遺留分減殺請求をした場合，有効か？

今，遺留分減殺請求実務では，遺言執行者を受遺相続人の代理人だと考えて，

遺言執行者に対し，遺留分減殺請求をする遺留分権利者やその代理人弁護士

までいますが，第2章でも解説しましたが，遺言執行者は相続人の代理人では

ないので，遺言執行者に対し遺留分減殺請求をするのは，無効とされる場合

が多く，危険です。

民法には，遺言執行者に対して，遺留分減殺請求をなしうる，との規定は

ありません。

判例としては，大審院昭和13年2月26日判決があり，これには，特定遺贈に

ついては受遺者に対し遺留分減殺請求をし，包括遺贈については遺言執行者

に対してなすべきであると判示しています。

しかしながら，この判例は古く，最高裁平成3年4月19日の香川判決以降の判

例法理の下で，現在も有効であるかどうかは不明です。

そのこともあってか，愛知県弁護士会法律研究部編集「改訂版遺留分の実

務」（平成23年2月9日改訂版発行）は，「実務的には包括遺贈の場合において

も，念のため受遺者本人に対しても意思表示をしておく方が無難であろう。」

と書かれているくらいです。

なお，遺言執行者の遺留分減殺請求受領権限の根拠は，遺産の管理処分権

にあるとされていますので，遺産の管理・処分権のない，「相続させる」遺言

における遺言執行者に対して，遺留分減殺請求をしても，効果はありません。

最高裁平成11年12月16日判決は，遺言執行者が，遺言の実現を妨害した相

続人に対し，所有権移転登記の抹消登記手続等の請求を認めた判例ですが，

妨害した側の相続人からの遺留分減殺請求訴訟に関して，次のように判示し

ています。

最高裁平成11年12月16日判決

当事者参加人らはそれぞれ被相続人の相続財産について三二分の一の遺
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留分を有しており，一方，遺言執行者である一審原告は，一審被告利朗に

対し，本件一土地について吉野キヨらへの，本件二土地の持分二分の一に

ついて一審被告利一への各持分移転登記手続を求めていて，これが遺言の

執行に属することは前記のとおりである。そして，一審原告の右請求の成

否と当事者参加人らの本件一及び二土地についての遺留分減殺請求の成否

とは，表裏の関係にあり，合一確定を要するから，本件一及び二土地につ

いて当事者参加人らが遺留分減殺請求に基づき共有持分権の確認を求める

訴訟に関しては，遺言執行者である一審原告も当事者適格（被告適格）を

有するものと解するのが相当である（これに対し，本件三ないし五土地に

ついては，被相続人の新遺言の内容に符合する所有権移転登記が経由され

るに至っており，もはや遺言の執行が問題となる余地はないから，一審原

告は，右各土地について共有持分権の確認を求める訴訟に関しては被告適

格を有しない。）。

この判決は，特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言，すなわち，

遺産分割方法の指定遺言における遺言執行者には，特定の遺産がまだ遺言者

名義のままである間は，遺言の執行としてなすべきことはないが，当該遺産

が不動産であり，その名義が受遺相続人甲に移転する前に，他の相続人乙名

義にされるなど，遺言の実現が妨害された場合は，遺言執行者において，そ

の妨害排除請求として，乙に対し，所有権移転登記の抹消登記手続などを請

求できるが，一方，乙においては遺留分権利者として遺留分減殺請求ができ，

それをした場合は，乙は当該遺産につき一定割合の遺留分が認められるので，

遺言執行者からする乙に対する抹消登記手続請求と，乙からする遺留分減殺

請求とは，合一的に確定（筆者注：別々の訴訟ですると矛盾した判決がなさ

れる可能性があるので，同じ裁判所で矛盾のない判決をする必要があるとい

う趣旨）をする必要があるので，その場合に限って，遺言執行者に遺留分減

殺請求の被告適格を認めるというものです。

ですから，遺言執行者に遺言の執行をする余地のない遺言にあっては，遺

言執行者には，遺留分減殺請求を受ける資格はないことになります。

遺言執行者を相続人の代理人であると単純に考えて，遺言執行者の遺留分

減殺請求をしても，有効でないことが多く，注意が必要です。

弁護士菊池捷男の法律実務レポート
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2 遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法は，その意思を受遺者・受贈者に送付することです。

実務上は，ほとんどの場合，後日の証拠になる内容証明郵便でなされます。

内容証明郵便に書くことは，遺留分減殺請求をするというだけで十分です。

遺留分の額や遺留分侵害額を書く必要はありません。

3 遺産分割の協議の申し入れが遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると

される場合があること

その要件は，下記の判例が定めています。

最高裁平成10年6月11日判決

遺産分割と遺留分減殺とは，その要件，効果を異にするから，遺産分割協議

の申入れに，当然，遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできな

い。しかし，被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には，遺

贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには，法律上，遺留分減殺

によるほかないのであるから，遺留分減殺請求権を有する相続人が，遺贈の効

力を争うことなく，遺産分割協議の申入れをしたときは，特段の事情のない限

り，その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当で

ある。
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Ｑ 相手方が内容証明郵便を受領しなかった場合は，遺留分減殺請求をした

ことにはならないのか？

内容証明郵便が受領されなくとも，遺留分減殺請求は到達したとされた次

の判例があります。遺留分減殺請求の到達時点にご注意ください。

最高裁平成10年6月11日判決

隔地者に対する意思表示は，相手方に到達することによってその効力を

生ずるものであるところ（民法97条1項），右にいう「到達」とは，意思表

示を記載した書面が相手方によって直接受領され，又は了知されることを

要するものではなく，これが相手方の了知可能な状態に置かれることをも

って足りるものと解される（最高裁昭和36年4月20日判決参照）。

・・・・・前記1の事実関係によれば，被上告人は，不在配達通知書の

記載により，小川弁護士から書留郵便（本件内容証明郵便）が送付された

ことを知り，その内容が本件遺産分割に関するものではないかと推測して

いたというのであり，さらに，この間弁護士を訪れて遺留分減殺について

説明を受けていた等の事情が存することを考慮すると，被上告人としては，

本件内容証明郵便の内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含

む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができたという

べきである。また，被上告人は，本件当時，長期間の不在，その他郵便物

を受領し得ない客観的状況にあったものではなく，その主張するように仕

事で多忙であったとしても，受領の意思があれば，郵便物の受取方法を指

定することによって，さしたる労力，困難を伴うことなく本件内容証明郵

便を受領することができたものということができる。そうすると，本件内

容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は，社会通念上，被上告人

の了知可能な状態に置かれ，遅くとも留置期間が満了した時点で被上告人

に到達したものと認めるのが相当である。
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4 減殺の順位

遺留分の侵害は，遺贈と贈与からなされますが（民1031），減殺の順位は遺

贈，贈与の順になります。時間的に相続開始に近いところから減殺するので

す。

第1031条 遺留分権利者及びその承継人は，遺留分を保全するのに必要な限度で，

遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

(贈与と遺贈の減殺の順序)

第1033条 贈与は，遺贈を減殺した後でなければ，減殺することができない。

(遺贈の減殺の割合)

第1034条 遺贈は，その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし，遺言者が

その遺言に別段の意思を表示したときは，その意思に従う。

(贈与の減殺の順序)

第1035条 贈与の減殺は，後の贈与から順次前の贈与に対してする。

ですから，相続開始時に効力が生ずる遺贈が一番になり（民1033），遺贈の

減殺だけでは不足する場合は，贈与を減殺しますが，贈与は後の贈与から順

次前の贈与に対してすることになります（民1035）。遺贈は，相続開始時に効

果が生じますので，すべて同順位になり，その目的の価額の割合に応じて減

殺することになります。ただし，遺言者がその遺言に別段の意思を表示した

ときは，その意思に従うことになります（民1034）。

この「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき」というのが，例え

ば，「次男の乙から長男の甲に対し遺留分減殺請求がなされたときは，下記の

財産をその順位に従って乙の遺留分を充たすまで，乙に与えること。」という

ような遺言を書くことです。

5 「遺贈は，その目的の価額の割合に応じて減殺する」という意味

民法1034条は「遺贈は，その目的の価額の割合に応じて減殺する」と規定

していますが，その「目的の価額」とは，受遺者の遺留分を越える部分をい

います。受遺者自身の遺留分を侵害することはできないからです。

これについては，下記判例が，その意味を明らかにしています。

最高裁平成10年2月26日判決

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては，右遺贈の目
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的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが，民法1034条にいう目的

の価額に当たるものというべきである。けだし，右の場合には受遺者も違留分

を有するものであるところ，遺贈の全額が減殺の対象となるものとすると減殺

を受けた受遺者の遺留分が侵害されることが起こり得るが，このような結果は

遺留分制度の趣旨に反すると考えられるからである。

そして，特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言による当該遺産

の相続が遺留分減殺の対象となる場合においても，以上と同様に解すべきであ

る。

6 相続分の指定によって遺留分が侵害された場合も同様

最高裁平成24年1月26日決定

本件遺留分減殺請求により，上記相続分の指定が減殺されることになる。相

続分の指定が，特定の財産を処分する行為ではなく，相続人の法定相続分を変

更する性質の行為であること，及び，遺留分制度が被相続人の財産処分の自由

を制限し，相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することをその趣

旨とするものであることに鑑みれば，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（最高裁平成10年2月26日判決参照）。

弁護士菊池捷男の法律実務レポート



- 16 -

7 相続分の指定と贈与によって遺留分が侵害された場合は？

被相続人が，生前，後妻との間に生まれた子の一人に贈与をしていた上に，

「全遺産は，妻に1/2，後妻の子二名に1/4ずつ相続させる。」と書いた相続分

の指定遺言によって先妻の子3人の遺留分を侵害したケースで，先妻との間に

生まれた子3人が遺留分減殺請求をした場合，どのような法律関係になるので

しょうか？

被相続人が生前後妻との子の一人に贈与していた財産は，遺留分算定の基

礎財産には含まれるものの，民法1033条が「贈与は，遺贈を減殺した後でな

ければ，減殺することができない。」と規定していますので，遺贈（「相続分

の指定」）の減殺で遺留分権利者である後妻の子三人が遺留分を確保できるの

なら，贈与の減殺は必要ないことになりますが，・・・

次の判例は，相続分の指定の減殺と贈与の減殺を次の基準でするものとし

ています。

最高裁平成24年1月26日決定

本件遺留分減殺請求により，上記相続分の指定が減殺されることになる。相

続分の指定が，特定の財産を処分する行為ではなく，相続人の法定相続分を変

更する性質の行為であること，及び，遺留分制度が被相続人の財産処分の自由

を制限し，相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することをその趣

旨とするものであることに鑑みれば，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（最高裁平成10年2月26日判決参照）。

（しかし，それだけでは，）・・・本件遺言による相続分の指定が減殺されて

も，抗告人らの遺留分を確保するには足りないことになる。（筆者注：遺留分権

利者が相続分の指定の修正で確保できるものは，遺留分割合の1/20でしかない

被

相

続

人

（贈与あり）

後
妻

先
妻

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

遺留分減殺請求

弁護士菊池捷男の法律実務レポート
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が，この割合は相続開始時の財産に対する割合であるので，生前贈与を含めた

遺留分算定の基礎財産にを前提とした本来の遺留分には足りないから）・・・

本件遺留分減殺請求は，本件遺言により相続分を零とする指定を受けた共同

相続人である抗告人らから，相続分全部の指定を受けた他の共同相続人である

相手方らに対して行われたものであることからすれば，Ａの遺産分割において

抗告人らの遺留分を確保するのに必要な限度で相手方らに対するＡの生前の財

産処分行為（筆者注：贈与のこと）を減殺することを，その趣旨とするものと

解される。そうすると，本件遺留分減殺請求により，・・・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。

この判例によれば，贈与と相続分の指定によって遺留分の侵害が生じた場

合は，最初に，相続分の指定の修正をすることになりますが，それだけでは，

遺留分を確保できないことは明らかです。そこで，その不足する遺留分の額

を贈与財産額から返してもらって，その分を修正された相続分に加算し，そ

の加算した金額は，受贈者の修正された相続分から減算するという方法をと

って，遺産分割における具体的相続分を算出して遺産分割に進む，というこ

とになります。

8 遺留分減殺請求の効果

遺留分減殺請求の効果は，財産全部の共有

遺留分減殺請求をした場合の効果は，遺留分を侵害することになった財産

が，全部，遺留分権利者と受遺者，受贈者の共有になること（第一の効果）

とそれから派生する効果です。

下記の判例がその理を説いております。

最高裁平成8年11月26日判決

1 遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合，遺贈は遺留分を

侵害する限度において失効し，受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度

で当然に遺留分権利者に帰属するところ，遺言者の財産全部の包括遺贈に対し

て遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利

は，遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないものであって（最

高裁平成8年1月26日判決），前記事実関係の下では，被上告人らは，上告人に

対し，遺留分減殺請求権の行使により帰属した持分の確認及び右持分に基づき

所有権一部移転登記手続を求めることができる。

弁護士菊池捷男の法律実務レポート
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2・・・・（中略）・・・

被上告人らは，遺留分減殺請求権を行使したことにより，本件不動産につき，

右の方法により算定された遺留分の侵害額を減殺の対象である被相続人の全相

続財産の相続開始時の価額の総和で除して得た割合の持分を当然に取得したも

のである。

この遺留分算定の方法は，相続開始後に上告人が相続債務を単独で弁済し，

これを消滅させたとしても，また，これにより上告人が被上告人らに対して有

するに至った求償権と被上告人らが上告人に対して有する損害賠償請求権とを

相殺した結果，右求償権が全部消滅したとしても，変わるものではない。

この判例は，遺留分権利者が遺留分減殺請求をした時の効果が，第一に，遺

留分を侵害することになった遺贈にかかる全財産につき，遺留分権利者が遺

留分侵害割合，受遺者がその残りの割合をもって共有関係になること，第二

に，その共有は，遺産分割の対象になる共有（「遺産共有」）ではなく，普通

の共有（「共有物共有」）になるということ，第三に，したがって，遺留分減

殺対象の財産の一部（遺留分侵害割合と同じ割合の共有持分）については（共

有物共有になっているので），遺留分権利者から受遺者に対して，「持分の確

認及び右持分に基づき所有権一部移転登記手続を求めることができる」こと，

第四に，その後受遺者が単独で，遺留分権利者の債務を含む債務を弁済した

としても，以上の効果になんらの影響を与えないこと（筆者注：受遺者が遺

留分権利者の債務分を弁済した時は，別途，受遺者から遺留分権利者に対し

不当利得返還請求ができる。）になるという理を明らかにしたものです。

なお，この判例の中に引用されている最高裁平成8年1月26日判決は，遺留

分減殺請求の効果としての共有が，何故，遺産分割を前提とした「遺産共有」

ではなく，共有者が共有持分を単独で請求できる「共有物共有」であるかの

理を説いています。

最高裁平成8年1月26日判決

遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合，遺贈は遺留分を侵害す

る限度において失効し，受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に減

殺請求をした遺留分権利者に帰属するところ（最高裁昭和51年8月30日判決），遺言

者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場
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合に遺留分権利者に帰属する権利は，遺産分割の対象となる相続財産としての性質

を有しないと解するのが相当である。その理由は，次のとおりである。

特定遺贈が効力を生ずると，特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を

要せずして直ちに受遺者に帰属し，遺産分割の対象となることはなく，また，民法

は，遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め（1

031条），遺留分減殺請求権を行使するか否か，これを放棄するか否かを遺留分権利

者の意思にゆだね（1031条，1043条参照），減殺の結果生ずる法律関係を，相続財

産との関係としてではなく，請求者と受贈者，受遺者等との個別的な関係として規

定する（引用条文略）など，遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分

権利者と受贈者，受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかが

えるから，特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権

利者に帰属する権利は，遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと

解される。そして，遺言者の財産全部についての包括遺贈は，遺贈の対象となる財

産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので，その

限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。

以上によれば，原審の適法に確定した前記の事実関係の下において，被上告人が

本件不動産に有する1/24の共有持分権は，遺産分割の対象となる相続財産としての

性質を有しないものであって，被上告人は，上告人に対し，右共有持分権に基づき

所有権一部移転登記手続を求めることができ，また，上告人の不法行為によりその

持分権を侵害されたのであるから，その持分の価額相当の損害賠償を求めることが

できる。

弁護士菊池捷男の法律実務レポート


