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 第１部 民法の基本的な仕組み 

１．民法の基本原理 p1 

権利能力平等の原則／私的自治の原則／所有権絶対の原則 

２．私人の権利についての民法の基本的考え方 p1～2 

個人主義・平等主義／公共の福祉による制限／信義誠実の原則／権利濫用の禁止 

 

  

第２部 総則 

第１章 権利の主体（自然人） p3～8 

第１節．権利能力 p3～4 

１．権利能力の始期 

  ２．失踪宣告による死亡擬制 

第２節．意思能力 p4～5 

第３節．行為能力制度 p5～8 

１．取消権行使と第三者 

  ２．取引の相手方の保護 

 

第２章 権利の主体（法人など） p9～10 

１．法人  

２．権利能力なき社団  

 

第３章 物 p11～12 

 １．物 

２．物権の客体としての「物」であるための要件 

 ３．従物 

 

第４章 意思表示による権利変動 p13～14 

 １．法律行為 

 ２．意思表示 

 

第５章 意思表示の瑕疵 p15～31 

第１節．心裡留保   p15～16 

第２節．通謀虚偽表示 p17～21 

第３節．錯誤 p22～26 

第４節．詐欺 p27～30 

第５節．強迫 p31 

 

第６章 契約の不当性  p32～34 

 第１節．公序良俗違反 p32～33  

第２節．強行法規違反 p33～34  
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第７章 無効と取消し p35～39 

 第１節．意思表示・法律行為の無効 p35 

  １．無効と取消しの違い 

  ２．無効の絶対効とその例外  

第２節．取消し p36～39 

 １．意義  

 ２．取消権者 

 ３．取消しの方法 

 ４．追認 

 ５．取消しの効果 

 

第８章 代理 p40～59 

 第１節．代理制度の必要性  p40 

 第２節．代理効果の発生根拠 p40 

第３節．授権行為の性質   p40 

第４節．代理行為の瑕疵・代理人の行為能力・復代理人 p41～43 

 １．代理行為の瑕疵 

 ２．代理認の行為能力 

 ３．復代理人 

第５節．有権代理 p44 

第６節．無権代理 p45～52 

 １．無権代理の類型   p45～46 

 ２．無権代理行為の追認 p46 

 ３．無権代理人の責任  p46～49 

 ４．無権代理と相続   p49～52 

    無権代理人による本人の単独相続／無権代理人による本人の共同相続／本人による無権代理人の相続／他人物売買な

どにおける相続・追認  

第７節．表見代理    p53～59 

 １．109 条の表見代理 p53～54 

２．110 条の表見代理 p54～57 

３．112 条の表見代理 p57～58 

  ４．日常家事代理権  p58～59 

  

第９章 法律行為の効力発生時期（条件・期限） p60～61 

１．条件 

２．期限 

 

第１０章 時効 p62～85 

 第１節．総論 p62 

 第２節．消滅時効 p63～67 
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  １．時効期間  

  ２．要件事実  

  ３．時効完成後の債務承認  

 第３節．取得時効 p68～75 

  １．要件事実   

  ２．論点     

第４節．時効完成の障害事由 p76～81 

  １．改正の概要  

  ２．時効の完成猶予事由・更新事由  

  ３．時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者の範囲  

  ２．時効の停止 

第５節．時効の援用    p82～84 

 第６節．時効の利益の放棄 p85 

 

    

     第３部 物権 

第１章 総論 p86 

 意義／性質／物権法定主義 

 

第２章 物権的請求権 p87～90 

 

第３章 物権変動 p91～105 

 第１節．所有権の移転時期 p91 

第２節．不動産物権変動の対抗要件 p91～98 

１．「第三者」の客観的範囲  

２．「第三者」の主観的範囲  

第３節．不動産登記 p98～100 

１．登記請求権  

２．登記の有効要件  

 第４節．動産物権変動の対抗要件  p100～101 

 第５節．動産物権変動と公信の原則 p101～104 

第６節．混同 p104～105 

 

第４章 占有権 p106～108 

１．意義 

 ２．占有権の成立要件 

３．自主占有・他主占有 

４．占有権の移転・承継 

５．占有権の効力 

 ６．占有権の消滅 
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第５章 所有権 p109～113 

１．所有権の内容・制限 

 ２．所有権の取得原因 

３．共有  

 

 

     第４部 担保物権 

第１章 抵当権 p114～131 

第１節．総論 p114～115 

 意義／性質／成立要件／抵当権の順位 

第２節．抵当権の目的物 p115～117 

 １．付加一体物 

 ２．付加一体物の分離・搬出 

 ３．果実 

第３節．抵当権侵害に対する抵当権者の権限 p117～119 

１．抵当権に基づく妨害排除請求権 

２．抵当権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求 

第４節．抵当権に基づく物上代位 p119～125 

第５節．法定地上権 p125～127 

第６節．共同抵当の実行 p127～130 

第７節．根抵当権 p131 

 

第２章 質権 p132～133 

 

第３章 留置権 p134～135 

 

第４章 先取特権 p136～139 

 

第５章 譲渡担保 p139～143 

１．譲渡担保の特徴 

 ２．対抗要件 

３．譲渡担保の法的性質 

 ４．私的実行 

 ５．受戻権 

６．譲渡担保権者から目的物の処分を受けた第三者と設定者との関係 

 ７．集合動産譲渡担保 

 

第６章 所有権留保 p144～145 
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      第５部 債権総論 

第１章 債権関係とのその内容 p146～156 

 第１節．債権関係 p146～147 

１．債権と債務 

 ２．債務の強度 

３．債務を構成するもの 

  給付義務／付随義務／保護義務 

 第２節．債権の目的 p147～156 

１．特定物債権 

２．種類債権 

３．制限種類物債権 

４．金銭債権 

５．利息債権 

６．選択債権 

 

第２章 債務不履行  p157～174 

 第１節．履行請求権 p157～159 

１．履行請求権 

  ２．履行請求権の貫徹障害 

履行不能の抗弁／同時履行の抗弁権／不安の抗弁権／事情変更の抗弁権 

 第２節．追完請求権 p159～160 

 第３節．代償請求権 p160 

 第４節．強制履行  p160～161 

 第５節．損害賠償請求権 p162～174 

  １．条文  

  ２．請求原因 

  ３．免責事由の抗弁 

  ４．その他 

 

第３章 責任財産の保全 p175～205 

 第１節．債権者代位権 p175～185 

  １．実体法上の要件 

  ２．要件事実 

  ３．債権者代位権の行使 

  ４．債務者取立てその他の処分の権限等 

  ５．債権者代位権の効果 

第２節．詐害行為取消権 p186～205 

 １．要件に関する規定の構造 

 ２．実体法上の要件（一般的要件） 

 ３．要件事実 
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 ４．行為の詐害性 

 ５．詐害行為取消権の行使 

 ６．詐害行為取消権の効果 

 

第４章 弁済 p206～229 

 第１節．弁済とこれに関連する制度 p206～219 

  １．債務の消滅原因 

  ２．弁済の方法・証拠 

  ３．弁済の充当 

  ４．弁済の提供 

  ５．受領遅滞 

第２節．弁済の当事者 p219～224 

  １．弁済者  

  ２．無権限者への弁済  

第３節．弁済者代位  p224～229 

 

第５章 相殺 p230～237 

 １．機能 

 ２．実体法上の要件 

 ３．要件事実 

 ４．相殺の充当 

 

第６章 更改・免除・混同 p238～239 

  

第７章 債権譲渡 p240～262 

 第１節．総論  p240 

  １．意義 

２．譲受債権履行請求訴訟 

 第２節．債権譲渡自由の原則 p241～245 

１．債権の性質による譲渡制限 

２．法律の規定による譲渡制限 

３．譲渡制限特約  

 第３節．将来債権の譲渡・債権譲渡の予約・債権の譲渡担保 p245～248 

第４節．債務者対抗要件 p248～251 

第５節．第三者対抗要件 p251～256 

 １．要件事実 

 ２．趣旨 

 ３．「第三者」 

 ４．確定日付ある証書 

 ５．譲渡債権が第三者対抗要件具備時点で消滅していた場合 
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 ６．債権の二重譲渡と対抗問題 

 ７．動産・債権譲渡特例法 

第６節．抗弁の承継原則 p257～262 

  １．条文 

  ２．要件事実 

  ３．対抗できる事由 

  ４．異議をとどめない承諾による抗弁の切断に関する規定の削除 

 

第８章 指図証券 p263 

 

第９章 債務引受・履行引受・契約引受 p264～269 

１．併存的債務引受（重畳的債務引受） 

２．免責的債務引受 

３．履行引受 

４．契約引受 

 

第１０章 多数当事者の債権関係 p270～292 

 第１節．不可分債権・連帯債権・不可分債務・連帯債務 p270～280 

 第２節．分割債権・分割債務 p280 

第３節．保証債務 p281～292 

  １．意義  

  ２．保証債務の内容 

  ３．性質 

  ４．保証債務履行請求訴訟 

  ５．保証人について生じた理由の影響 

  ６．情報提供義務 

  ７．保証人の求償権 

  ８．根保証契約 

 

 

      第６部 契約 

第１章 契約総論 p293～320 

 第１節．契約に共通する理論 p293～300 

  １．契約自由の原則 

２．契約の拘束力 

３．契約の成立 

４．定型約款 

５．契約内容についての一般的有効要件 

  ６．契約内容の確定 

第２節．契約の効力 p301～306 
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  １．同時履行の抗弁  

  ２．危険負担 

  ３．第三者のためにする契約  

第３節．契約の解除 p307～319 

１．制度目的 

２．改正の概要 

３．解除の要件 

４．解除の効果 

５．解除権の消滅 

 

第２章 贈与 p320～322 

 

第３章 売買  p323～346 

 第１節．総論 p323～324 

１．成立要件 

  ２．給付義務 

第２節．売買の予約・買戻し p324～326 

 第３節．手付        p326～329 

 第４節．売主の義務と責任  p329～346 

  １．権利移転の対抗要件に係る売主の義務 

  ２．他人の権利の売買 

  ３．売買目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合 

４．権利に関する契約不適合 

５．買主の権利の期間制限 

６．目的物の滅失等についての危険の移転 

７．競売における買受人の権利の特則 

８．抵当権等がある場合の買主の費用の償還請求 

９．債権の売主の資力担保責任 

１０．売主の担保責任と同時履行 

１１．担保責任を負わない旨の特約 

  

第４章 消費貸借 p347～351 

 １．要物契約としての消費貸借 

 ２．要式契約である諾成的消費貸借 

 ３．準消費貸借契約 

 ４．消費貸借の予約 

 ５．借主・貸主の義務 

 

第５章 使用貸借 p352～355 

 １．諾成契約としての使用貸借 



                         秒速・総まくり２０２１ 民法 

                      講師 加藤喬 

9 

 ２．貸主・借主の義務 

 ３．損害賠償・費用償還 

 ４．論点 

 

第６章 賃貸借 p356～383 

 第１節．総論 p356～364 

  １．賃貸借契約の成立 

  ２．存続期間 

  ３．賃貸借の対抗力 

  ４．賃貸人・賃借人の義務 

  ５．賃借人契約の終了事由 

  ６．建物買取請求権・造作買取請求権 

第２節．賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求 p365～369 

１．土地賃貸借契約の終了に基づく建物収去土地明渡請求  

２．建物賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求  

第３節．賃貸不動産の所有権の移転 p370～374 

１．新所有者の賃借人に対する所有権に基づく返還請求  

２．新所有者の賃借人に対する賃貸人の地位の主張  

 第４節．賃借権の無断譲渡・無断転貸 p375～379 

第５節．敷金 p380～381 

第６節．賃借人死亡後の同居人の保護 p382～383 

 

第７章 雇用 p384～386 

 

第８章 請負 p387～400 

１．契約当事者の地位 

２．仕事の完成が不能となった場合 

３．完成した仕事の目的物の所有権の帰属 

４．完成した仕事の内容が契約内容に適合しない場合 

５．完成した目的物の滅失・損傷 

６．債務不履行以外を理由とする一方的解除 

７．請負人・注文者の配慮義務 

 

第９章 委任 p401～404 

 

第１０章 寄託 p405～409 

 

第１１章 組合 p410～413 

 

第１２章 和解 p414～415 
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     第７部 法定債権関係 

第１章 事務管理 p416～417 

 

第２章 不当利得 p418～425 

１．趣旨 

２．要件事実 

３．悪意受益者の加重責任 

４．返還されるべき利得 

５．不当利得の類型 

６．論点 

 

第３章 不法原因給付 p426～428 

 

第４章 不法行為 p429～444 

第１節．不法行為制度 p429～433 

  １．成立要件 

  ２．損害賠償請求権者  

３．期間制限  

第２節．709 条以外の不法行為責任 p433～442 

１．責任無能力者の監督義務者等の責任  

２．使用者責任  

  ３．注文者の責任  

４．動物占有者の責任  

５．工作物責任  

６．共同不法行為責任  

第３節．過失相殺 p442～444 

 

 

   第８部 親族・相続 

第１章 親族 p445 

１．直系親族・傍系親族 

２．血族・姻族 

３．尊属・卑属 

４．親等 

 

第２章 氏 p446 

 

第３章 婚姻 p447～449 

 第１節．婚姻の意義  

 第２節．婚姻の成立要件  



                         秒速・総まくり２０２１ 民法 

                      講師 加藤喬 

11 

第３節．婚姻の無効・取消し・効果 

 

第４章 離婚 p450～452 

第１節．離婚の方法  

第２節．協議離婚  

第３節．調停離婚  

 第４節．審判離婚  

 第５節．裁判離婚  

 

第５章 内縁・事実婚 p453 

 

第６章 親子（実親子関係） p454～456 

第１節．母子関係・父子関係  

第２節．嫡出子  

第３節．非嫡出子  

 

第７章 養子 p457～459 

１．普通養子 

２．離縁 

３．特別養子 

 

第８章 親権 p460～462 

 １．親権者 

 ２．親権の行使 

 ３．子の財産についての財産管理権 

 

第９章 後見・保佐・補助 p463～464 

 １．後見 

２．保佐・補助 

３．任意後見制度 

 

第１０章 扶養 p465 

 

第１１章 相続 p466～477 

 １．同時存在の原則 

２．相続欠格・推定相続人の排除 

３．相続の放棄と承認 

４．相続人の不存在 

５．特別縁故者への相続財産の分与 

６．相続の要件事実 
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７．遺産共有 

８．相続分 

９．相続分の譲渡・取戻し 

１０．遺産分割 

１１．財産分離 

１２．相続財産に関する費用 

１３．共同相続における権利の承継の対抗要件 

１４．特別寄与料の請求 

 

第１２章 遺言 p478～484 

１．遺言能力 

 ２．共同遺言の禁止 

 ３．遺言の方式 

４．遺言の効力 

５．遺言書の検認手続 

６．遺言執行者 

７．「相続させる」旨の遺言 

 

第１３章 遺贈 p485～488 

 １．遺贈の種類 

 ２．受遺者 

 ３．遺贈利益の実現障害 

 ４．遺贈の承認・放棄 

５．遺贈の無効・取消し 

６．遺贈と権利変動 

７．遺留分との関係 

 

第１４章 配偶者居住権 p489～500 

 第１節．配偶者居住権 p489～494 

  １．成立要件 

  ２．存続期間 

  ３．居住建物の所有者に対する効力 

  ４．第三者に対する効力 

  ５．消滅 

 第２節．1 号配偶者短期居住権 p495～499 

  １．制度趣旨 

  ２．成立要件 

  ３．存続期間 

  ４．具体的相続分との関係 

  ５．居住建物取得者に対する効力 
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  ６．第三者に対する効力 

  ７．消滅 

 第３節．2 号配偶者短期居住権 p499～500 

  １．成立要件 

  ２．1 号配偶者短期居住権との違い 

 

第１５章 遺留分 p501～507 

 １．遺留分の意義 

 ２．改正の概要 

３．遺留分権利者 

４．遺留分の放棄 

５．遺留分の算定 

６．遺留分侵害額請求権の行使 

７．消滅時効・除斥期間 

８．旧規定の削除・論点の消滅 

 

第１６章 相続回復請求権 p508 
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第７章 債権譲渡 

 

第１節．総論 

 

１．意義 

  債権譲渡とは、債権の同一性を変えることなく、契約によって債権を移転す

ることをいう。 

  債権譲渡は原則として自由である（466 条 1 項本文）。 

 

２．譲受債権履行請求訴訟 

（１）訴訟物 

   債権譲渡は、債権の同一性を変えることなく帰属主体を変更することを内

容とする。 

したがって、例えば、甲が、乙の丙に対する売買代金債権や貸金返還請求

権を譲り受けた場合、甲の丙に対する譲受債権履行請求訴訟における訴訟物

は、あくまでも、乙丙間の売買契約に基づく代金支払請求権や、乙丙間の金

銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であり、甲はその帰属主体にすぎな

いのである。 

（２）請求原因 

①譲受債権の発生原因事実 

②譲受債権の取得原因事実 

③弁済期の到来 

 ➡①の主張により弁済期の合意の存在が明らかになる場合 

 

 

第２節．債権譲渡自由の原則 

 

１．債権の性質による譲渡制限（466 条 1 項但書）。 

［現］466 条 1 項 

① 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

②～④ （略） 

  466 条 1 項は、債権譲渡自由の原則と、性質による譲渡制限を定めている。

性質による譲渡制限がある場合、債権譲渡の効力は生じない。 

・債権者の変更によって給付内容が全く変更するもの。 

  ➡画家に自分の肖像画を描かせる債権、家庭教師をしてもらう債権など 

・債権者の変更によって権利の行使に著しい差異が生じるもの 

  ➡賃借人の有する債権、雇い主の有する債権など（ただし、厳密には、債権

譲渡というより、契約上の地位の移転（契約引受）である） 

・特定の債権者との間で決済されることが必要とされる債権 

  ➡交互計算（商 529 条）に組み入れられた債権 

 

 

A 
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２．法律の規定による譲渡制限 

（１）総論 

   例えば、扶養請求権（881 条）、恩給請求権（恩給法 11 条１項）、労災補償

請求権（労基法 83 条 2 項、国家公務員災害補償法 7 条 2 項）などは、法律

で譲渡が禁止されている。 

   これらは、債権者の生活保障を目的とするものであるという性質から、特

定の債権者に支払われるべきであるからである。 

（２）差押禁止債権の譲渡可能性 

   差押禁止債権（民執 152 条）の譲渡可能性については、争いがある。 

   通説は、法律上で譲渡を禁止された債権は差し押さえることができないが、

差押禁止債権は必ずしも譲渡禁止債権ではないとする。民事執行法が一定の

債権につき差押禁止にしたのは、債権者の意思に基づかずに債権を奪うこと

ができないものとするためであるから、債権者の意思による譲渡可能性まで

奪われるわけではないとする。 

   しかし、民事執行法 152 条の差押禁止債権は債権者の生活保障の趣旨に出

たものであって、特定の債権者に給付利益を得させることを必要とするもの

であるから、90 条の公序良俗違反を介して譲渡性を否定すべきである。 

 

３．譲渡制限特約 

（１）条文 

［新］446 条 2 項～4 項 

① （略） 

② 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思

表示（以下「譲渡制限の意思表示」という。）をしたとき

であっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。  

③ 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされ

たことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲

受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履

行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の

債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗するこ

とができる。（新設） 

④ 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合におい

て、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人

への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、そ

の債務者については、適用しない。（新設） 

［旧］466 条 2 項 

① （略） 

② 前項の規定は、当事者が反対の

意思を表示した場合には、適用し

ない。ただし、その意思表示は、

善意の第三者に対抗することが

できない。 

（２）意義・目的 

   改正民法 466 条 2 項が「譲渡制限の意思表示」と定めているのは、単独行

為によって生じる債権を譲渡する場合の譲渡制限（例えば、遺言により発生

する債権について、遺言により譲渡禁止を付す場合等）も包摂するためであ

る。もっとも、こうした場面は稀であるから、以下では譲渡制限特約と呼ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 148～149 頁 
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   譲渡制限特約の目的は、専ら、債務者である国・地方公共団体・銀行等が

債権者（弁済先）を固定することについて有する利益を確保することある。

具体的には、①譲渡に伴う事務の煩雑化を避けること（預金通帳の名義書換

えなど）、②過誤払いの危険回避（債権者が転々と変われば過誤払いの危険が

増す）、③債権者からの相対可能性の確保等が挙げられる。 

（３）譲渡制限特約の効力 

  ア．相対的効力説の採用 

   改正民法 466 条 2 項は、債権の譲渡自由の原則を重視し、譲渡制限特約

付債権の譲渡は譲受人その他の第三者（以下「譲受人」とする）の悪意・

重過失の有無にかかわらず有効である（譲渡債権の債権者は譲受人である）

ことを定めている（相対的効力説）。 

イ．同条 2 項の例外 

  改正民法 466 条 3 項は、同条 2 項の例外として、悪意・重過失の譲受人

について、以下のルールを定めている。 

 ①債務者は譲渡制限特約を理由に債務の履行を拒絶できる（履行拒絶構成） 

②債務者は譲渡人に対する債権消滅事由を対抗できる 

③②の前提として、同条 2 項により債権者ではなくなった譲渡人に対する

弁済・相殺等は有効である 

  ウ．悪意・重過失の譲受人の保護（債務者に対する催告） 

    改正民法 466 条 4 項は、譲渡制限特約付債権が悪意・重過失の譲受人に

譲渡された場合に、債務者が履行をしないと、譲渡人も譲受人も履行を受

けることができないという閉塞状況（デッドロック状態）を解消するため

に、特別の規定を定めている。 

  エ．譲渡制限特約付債権の差押え 

［新設］466 条の 4 

① 第 466 条第 3 項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押

債権者に対しては、適用しない。  

② 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知

り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する

強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対す

る弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。  

    改正民法 466 条の 4 第 1 項は、譲渡制限特約により差押禁止債権を創出

することはできないとする改正前民法下の判例法理を明文化した。同条 1

項で「差押債権者」とせず、「債権に対する強制執行をした差押債権者」と

されているのは、担保権の実行に際して差し押さえた者を除外し、この場

合を解釈に委ねるためである。少なくとも、法定担保物権である先取特権

の実行として差し押さえた者については、一般債権者による差押えの場合

と同視して、同条 1 項を適用してもよいと思われる。 

    改正民法 466 条の 4 第 2 項は、差押債権者には執行債務者である譲受人

が有する権利以上の権利が認められるべきではないとの考えに基づくもの

プラクティス 468 頁 

 

 

 

 

 

プラクティス 469 頁、概要 149 頁 

 

 

 

 

 

改正前民法 466 条 2 項の「善意」

も善意・無重過失と解されていた。 
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である。 

  オ．預貯金債権における例外 

［新設］466 条の 5 

① 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権（以下「預貯金債権」という。）につ

いて当事者がした譲渡制限の意思表示は、第 466 条第 2 項の規定にかかわらず、その譲渡制

限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第

三者に対抗することができる。  

② 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権

者に対しては、適用しない。  

    改正民法 466 条の 5 第 1 項は、譲渡制限特約付債権の譲渡の相対的効力

を定める改正民法 466 条 2 項の例外として、譲渡制限特約付債権が預貯金

債権である場合には、悪意・重過失の譲受人との関係では債権譲渡が無効

であることを定めている（物権的効力説）。同条 1 項でいう「対抗すること

ができる」とは、物権的無効を意味している。 

    これは、銀行の円滑な払戻し業務に支障が生じる（その結果、市民にと

っても不都合となる）、預貯金債権はその性質上現金化されているも同然で

あり債権流動化による資金化になじまないといった、預貯金債権の特殊性

を考慮したものである。 

    預貯金債権に譲渡制限特約が付いていることは銀行取引の経験のある者

にとって周知の事柄であるから、特段の事情のない限り、預貯金債権の譲

受人の悪意・重過失が認められる。 

  カ．論点 

［論点 1］転得者の保護 

債権者からの譲受人が悪意又は重過失でも、転得者が善意かつ無重過

失であれば、債務者は、転得者に対しては譲渡制限特約を対抗できない。 

 他方、債権者からの譲受人が善意かつ無重過失であれば、転得者が悪

意又は重過失であったとしても、債務者は譲渡制限特約をもって転得者

に対抗できないと解すべきである（絶対的構成）。 

善意かつ無重過失の譲受人を経由したことにより生じた譲渡制限特約

による対抗不許という効果を確定することで法的安定性を確保する要請

があるうえ、自己の取得した債権をさらに譲渡することについて善意か

つ無重過失の譲受人を萎縮させるべきではないからである。 

［論点 2］譲渡制限特約付債権の譲渡についての債務者の承諾 

譲渡制限特約の目的は、専ら、債権者を固定することによる債務者の

利益を保護することにある。 

そして、債務者の承諾は債権者固定の利益の放棄であるから、これに

より譲渡制限が解除されると解すべきである。 

 そこで、債権譲受人が譲渡制限特約について悪意又は重過失である場

合でも、債務者の承諾があるときは、債務者は、譲渡制限特約をもって

譲受人に対抗することができないと解する。 
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（補足） 

例えば、「①A の C に対する譲渡 → ②債務者 B の承諾 → ③D によ

る差押え」という事案では、①の際に第三者対抗要件（467 条 2 項）が

具備されていれば、②の後に改めて第三者対抗要件を具備しなくても、

D に債権譲渡を対抗できる。ここでは、①の際の対抗力が、②により、

①の際の第三者対抗要件具備時（例えば、確定日付ある譲渡通知の到達

時）まで遡っているのである。 

これに対し、「①A の C に対する譲渡 → ②D による差押え → ③債

務者 B の承諾」という事案では、②に後行する③を根拠として①の際の

第三者対抗要件の対抗力を①の際の第三者対抗要件具備時まで遡及させ

ることは、D の権利を害するから、対抗力の遡及を認めるべきではない。 

キ．要件事実 

請求：①譲受債権の発生原因事実 

②譲受債権の取得原因事実 

③弁済期の到来 

➡①の主張により弁済期の合意の存在が明らかになる場合 

抗弁：①譲渡制限特約 

     ②譲受人の悪意又は重過失の評価根拠事実１） 

      ➡判断基準時は債権譲渡制限特約締結時である。将来権譲渡の場

合も同様である。集合債権譲渡の場合も、一括して債権譲渡契

約締結時とみるべきである。 

       改正民法 466 条 3 項が「知り、又は重大な過失によって知らな

かった譲受人…に対しては、‥‥債務の履行を拒むことができ

…る」定めたことにより、譲受人の悪意又は無重過失が抗弁で

あるという改正前民法下における判例法理が明文化された。こ

れは、債権の譲渡自由の原則を重視する趣旨であろう。 

再抗：債務者の承諾 

➡承諾の相手方は譲渡人・譲受人のいずれでもかまわない。 

   承諾の時期は、債権譲渡の後でも前でもかまわない。 

（４）譲渡制限特約付債権に係る債務者の供託 

［新設］466 条の 2 

① 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、そ

の債権の全額に相当する金銭を債務の履行地（債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる

場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。）の供託所に供託することがで

きる。 

② 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなけれ

ばならない。 

③ 第 1 項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。 
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１）

 重過失は、○ⅰ故意に準じる場合（故意の証明の代用としての重過失）、○ⅱ調査・確認義務に対する著し

い違反（義務違反の態様に着目した重過失）、○ⅲ違反した調査・確認義務が本質的な義務である場合（義

務の内容に着目した重過失）に分類される（プラクティス 470 頁）。 
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第１０章 多数当事者の債権関係 

 一個の給付につき債権者又は債務者が複数存在する場合をいう。 

 多数当事者の債権関係について、民法は、分割主義（＝一個の給付が量的に分

割され、複数の債権者・債務者に独立して帰属する）を原則として採用している

（427 条）。 

分割主義の下では、複数の債権・債務は互いに独立・無関係のものとして発生

していることになる。 

 他方で、一個の給付全体を目的とする債権・債務（＝全部給付義務）が複数の

債権者・債務者に重畳的に帰属する場合も認められており、不可分債権・不可分

債務・連帯債務・保証債務がこれに当たる。 

 

第１節．不可分債権・連帯債権・不可分債務・連帯債務 

 

１．不可分債権 

（１）定義 

［新］428 条 

次款（連帯債権）の規定（第433条及び第435

条の規定を除く。）は、債権の目的がその性質

上不可分である場合において、数人の債権者が

あるときについて準用する。 

 

［旧］428 条 

債権の目的がその性質上又は当事者の意思

表示によって不可分である場合において、数人

の債権者があるときは、各債権者はすべての債

権者のために履行を請求し、債務者はすべての

債権者のために各債権者に対して履行をする

ことができる。 

   不可分債権は、同一の不可分な給付を目的とした複数債権者の債権をいう。 

   改正民法 428 条は、不可分債権が成立する場合を、改正前民法下における

「債権の目的がその性質上不可分である場合」と「当事者の意思表示によっ

て不可分である場合」から、「債権の目的がその性質上不可分である場合」に

限定した。 

   不可分債権の例としては、共有者の第三者に対する共有物引渡請求権、使

用貸借契約の終了を原因とした数名の貸主からの借主に対する家屋明渡請求

権などが挙げられる。 

   なお、今回の改正により、改正前民法下において「当事者の意思表示」に

より不可分債権とされていた性質上可分な債権は、可分債権として扱われる

ことになる（そのため、金銭債権が不可分債権である例は、ほとんどない。）。 

（２）対外的効力 

  ・不可分債権を有する各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履

行を請求することができる（自己に給付することの請求のみならず、訴え

の提起や強制執行も、債権者一人の名ですることができる）（新 428 条に

よる新 432 条の準用） 

  ・債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができ

る（新 428 条による新 432 条の準用） 
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（３）債権者の一人について生じた事由の効力 

  ア．絶対的効力事由 

  ・請求 

 ➡不可分債権では、各債権者は「全ての債権者のために」全部又は一部

の履行を請求することができるから（新 428 条・新 432 条） 

   ・弁済その他債権者に満足を与える事由及びこれに関連する事由 

    ➡不可分債権では、債務者は誰か一人の債権者に履行すれば「全ての債

権者のために」履行したことになるから（新 428 条・新 432 条） 

     例えば、弁済の提供、受領遅滞、供託、代物弁済にも絶対的効力が認

められる 

  イ．相対的効力事由 

・相対的効力の原則 

➡上記ア以外の事由は、相対的効力事由である（新 428 条・新 435 条 2

項本文） 

   ・更改・免除 

［新］429 条 

不可分債権者の一人と債務者との間に更

改又は免除があった場合においても、他の

不可分債権者は、債務の全部の履行を請求

することができる。この場合においては、

その一人の不可分債権者がその権利を失わ

なければ分与されるべき利益を債務者に償

還しなければならない。  

 

［旧］429 条 

① 不可分債権者の一人と債務者との間に更

改又は免除があった場合においても、他の不

可分債権者は、債務の全部の履行を請求する

ことができる。この場合においては、その一

人の不可分債権者がその権利を失わなけれ

ば分与される利益を債務者に償還しなけれ

ばならない。 

② 前項に規定する場合のほか、不可分債権者

の一人の行為又は一人について生じた事由

は、他の不可分債権者に対してその効力を生

じない。（削除） 

     改正民法 429 条 1 項は、分与請求の対象について「分与される利益」

から「分与されるべき利益」という表現に変更しているが、内容面での変

更はない。 

     改正民法下では、不可分債権には連帯債権の相対的効力事由を定める規

定（新 435 条の 2）が準用される（新 428 条）ため、改正前民法 439 条

2 項は存続させる必要を失ったとして削除されている。 

     なお、不可分債権における複数債権者間の内部関係については、改正民

法は改正前民法と同様に規定を設けていないが、弁済を受領した債権者

は、他の債権者に内部関係に応じて給付を分配するべきであり、特別の事

情がない限り分配割合は平等と推定されることになろう。 

（４）不可分債権から可分債権への変更 

不可分債権が可分債権となった場合、各債権者は自己が権利を有する部分

についてのみ履行を請求することができる（431 条）。 

 

 

 

プラクティス 595 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 108～109 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    秒速・総まくり２０２１ 民法 

     講師 加藤喬 

272 

２．連帯債権 

（１）定義 

   改正民法 432 条（新設）は、連帯債権について、「債権の目的がその性質上

可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が

連帯して債権を有する」と定義している。  

   したがって、連帯債権について、①複数の債権者が性質上可分の給付を目

的とする債権を有していて、②その債権が当事者の合意又は法令の規定によ

って連帯関係にあるとされているものと定義することができる。 

（２）対外的効力 

［新設］432 条 

債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって

数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を

請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができ

る。 

（３）連帯債権者の一人について生じた事由の効力 

  ア．絶対的効力事由 

  ・請求 

 ➡不可分債権では、各債権者は「全ての債権者のために」全部又は一部

の履行を請求することができるから（新 432 条） 

   ・弁済その他債権者に満足を与える事由及びこれに関連する事由 

    ➡不可分債権では、債務者は誰か一人の債権者に履行すれば「全ての債

権者のために」履行したことになるから（新 432 条） 

   ・更改・免除 

［新設］433 条 

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその

権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を

請求することができない。 

     不可分債権では、債権者の一人について生じた更改・免除は相対的効

力事由である（新 429 条）。 

     これに対し、連帯債権では、更改・免除は絶対的効力事由である（新

433 条）。連帯債権では、債権の目的がその性質上可分なものであるため、

履行を請求する連帯債権者は更改・免除をした連帯債権者に分与される

べき利益を除いて履行を請求することも可能だからである。 

   ・連帯債権者の一人との相殺 

［新設］434 条 

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用

したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 

     A・B が C に対して連帯債権を有している場合において、C が A に対

する反対債権で A の C に対する連帯債権と相殺したときは、B の C に

対する連帯債権も消滅する。内部関係は、AB 間での利益分与請求の問

C 
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題として処理される（その結果、A の無資力の危険を B が負担する）。 

     明文にはないが、A が C に対する債権を自動債権として C の A に対

する反対債権と相殺した場合に、B の C に対する連帯債権も消滅するこ

とは、いうまでもない。 

   ・連帯債権者の一人との混同 

［新設］435 条 

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみ

なす。 

  イ．相対的効力事由 

［新設］435 条の 2 

第 432 条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生

じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及

び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従

う。 

改正民法 435 条の 2 は、連帯債権について相対的効力の原則を定めた

うえで、債務者と連帯債権者の一人との合意による例外を認めている。 

 

３．不可分債務 

（１）定義 

   不可分債務とは、性質上不可分な給付について複数の債権者が存在する場

合における債務をいう。 

   改正民法 430 条では、不可分債務の要素について、「債務の目的がその性

質上不可分である場合」と定められているから、不可分債務が成立する場合

も、不可分債権と同様、改正前民法下における「債権の目的がその性質上不

可分である場合」と「当事者の意思表示によって不可分である場合」から、

「債権の目的がその性質上不可分である場合」に限定されている。 

   不可分債務の例としては、共同賃借人の賃借物返還債務、共同相続人の相

続した不動産に係る所有権移転登記債務などが挙げられる。これに対し、改

正前民法下の判例により不可分債務とされていた共同賃貸人の賃料債務は、

性質上不可分ではないため、改正民法下では連帯債務になる。 

（２）対外的効力 

不可分債務において、債務者に対する履行の請求および債務者からの履行

に関する処理については、連帯債務の規定が準用される（新 430 条）。 

したがって、債権者は、（ⅰ）債務者の一人又は全ての債務者に対して、（ⅱ）

同時又は順次に、（ⅲ）全部又は一部の履行を請求することができる（新 430

条・436 条）。 

（３）不可分債務者の一人について生じた事由の効力 

［新］430 条 

第 4 款（連帯債務）の規定（第 440 条の規定

を除く。）は、債務の目的がその性質上不可分で

［旧］430 条 

前条の規定及び次款（連帯債務）の規定（第 434

条から第 440 条までの規定を除く。）は、数人
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ある場合において、数人の債務者があるときに

ついて準用する。  

が不可分債務を負担する場合について準用す

る。 

    不可分債務者の一人に生じた事由については、混同（新 440 条）を除き、

連帯債務の規定が準用されるから、（ⅰ）弁済その他債権者に満足を与える

事由・更改・相殺は絶対的効力事由であるが（新 430 条による新 438 条・

439 条の準用）、（ⅱ）履行の請求・免除・消滅時効の完成・混同は相対的効

力事由である（新 430 条による新 441 条の準用）。 

（４）不可分債務者の内部関係 

   不可分債務者の一人が自己の負担部分を越えて弁済をし、その他自己の財

産をもって共同の免責を得たときは、その不可分債務者は、自己の負担部分

を超える部分に限り、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償

権を有する。 

   この場合の求償関係については、求償に関する連帯債務の諸規定（新 442

条以下）が準用される（新 430 条）。 

（５）不可分債務から可分債務への変更 

   不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分について

のみ履行の責任を負う（新 431 条）。 

 

４．連帯債務 

（１）定義 

連帯債務とは、複数の債務者が各自、債権者に対して同一の給付へと向け

られた債務を負担していて（全部給付義務）、そのうちの一人が給付をすれば

全ての債務者が債務を免れるという関係にあるものをいう（新 436 条参照）。 

（２）成立要件 

連帯債務は、①「債務の目的がその性質上可分である場合」に、②「法令

の規定又は当事者の意思表示によって」成立する（新 436 条）。  

   ①も成立要件であるため、債務の目的が性質上不可分である場合、当事者

の合意により連帯債務にすることは許されず、不可分債務（新 430 条）にな

る。この点で、改正前民法下における解釈と異なる。 

   改正民法は、連帯債務の絶対的効力事由を極限まで限定（相対的効力の原

則を強化）し、それに伴い、不真正連帯債務を連帯債務の規定の適用対象に

取り込んでいる。 

   これまで不真正連帯債務とされてきた場合のうち、例えば、複数加害者が

民法 709 条によって同一の損害について損害賠償債務を負うときや、債務不

履行を理由とする債務者の損害賠償債務と不法行為を理由とする履行補助者

の損害賠償債務が競合するときのように、法令の規定上で明示的に「連帯」

と規定されていないものについても、「法令の規定…によって数人が連帯して

債務を負担するとき」に含まれるとして改正民法 436 条が直接適用されると

解することができる（直接適用ができなくても、類推適用ないし準用が認め

られる。）。 
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（３）対外的効力 

   債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は一部若しくは全部の債務者に対

し、同時又は順次に、債権の全部又は一部の履行を請求することができる（新

436 条）。具体的には、以下の通りとなる。 

  ①債権者は、同時に数人の連帯債務者を共同被告として、履行を請求するこ

とができる。 

②連帯債務者の一人に対する給付判決が確定した後であっても、現実に弁済

を受けるまでは、債権者は、他の連帯債務者に対し履行を請求することが

できる。 

③連帯債務者の一人から一部弁済がされたときは、債権者は、残額を、その

債務者だけでなく、他の連帯債務者に対しても請求することができる。 

（４）連帯債務者の一人に生じた事由 

ア．絶対的効力事由 

 ・弁済その他債権者に満足を与える事由及びこれに関連する事由 

    ➡弁済・代物弁済・供託については、明文の規定はないが、連帯債務が

同一の給付を目的としており、これらの事由は債権の満足をもたらす

ものであるとの理由から、絶対的効力事由と解されている。したがっ

て、一部の連帯債務者によって弁済・代物弁済・供託がされれば、そ

の限度で、他の連帯債務者のとの関係でも債権が消滅する。 

弁済に関する事由（弁済の提供、受領遅滞）についても同様に解され

ている。 

・更改 

［新］438 条 

連帯債務者の一人と債権者との間に更改

があったときは、債権は、全ての連帯債務者

の利益のために消滅する。 

［旧］435 条 

連帯債務者の一人と債権者との間に更改が

あったときは、債権は、すべての連帯債務者

の利益のために消滅する。 

・連帯債務者の一人による相殺等 

［新］439 条 

① 連帯債務者の一人が債権者に対して債

権を有する場合において、その連帯債務者

が相殺を援用したときは、債権は、全ての

連帯債務者の利益のために消滅する。  

② 前項の債権を有する連帯債務者が相殺

を援用しない間は、その連帯債務者の負担

部分の限度において、他の連帯債務者は、

債権者に対して債務の履行を拒むことが

できる。  

［旧］436 条 

① 連帯債務者の一人が債権者に対して債権

を有する場合において、その連帯債務者が

相殺を援用したときは、債権は、すべての

連帯債務者の利益のために消滅する。 

② 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を

援用しない間は、その連帯債務者の負担部

分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援

用することができる。 

      改正前民法下では、同法 436 条 2 項が「相殺を援用することができる」

と規定していたため、（ⅰ）連帯債務者が自己の負担部分の限度で相殺権

を行使して連帯債務を消滅させることができると解する余地もあった（債

 

プラクティス 567 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラクティス 567～575 頁 

 

 

民法（全）328 頁 

債権者からの相殺も絶対的効力事

由である（プラクティス 568 頁）。 
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務消滅構成）。 

しかし、（ⅱ）連帯債務者の関係にあるだけで他人の反対債権の処分権

限を与えることは財産権絶対の原則に抵触しかねないといった理由から、

連帯債務者は他の連帯債務者の有する反対債権に依拠して自己の負担部

分の限度で履行を拒絶することができるにとどまると解すべきとする見

解もあった（履行拒絶構成）。 

改正民法 436 条 2 項は、「債務の履行を拒むことができる。」と定める

ことで、（ⅱ）履行拒絶構成を採用した。 

・混同 

［新］440 条 

連帯債務者の一人と債権者との間に混同

があったときは、その連帯債務者は、弁済を

したものとみなす。 

［旧］438 条 

連帯債務者の一人と債権者との間に更改が

あったときは、債権は、すべての連帯債務者

の利益のために消滅する。 

  イ．相対的効力事由 

・相対的効力の原則 

［新］441 条 

第 438 条、第 439 条第 1 項及び前条に規

定する場合を除き、連帯債務者の一人につい

て生じた事由は、他の連帯債務者に対してそ

の効力を生じない。ただし、債権者及び他の

連帯債務者の一人が別段の意思を表示した

ときは、当該他の連帯債務者に対する効力

は、その意思に従う。  

［旧］440 条 

第 434 条から前条までに規定する場合を除

き、連帯債務者の一人について生じた事由は、

他の連帯債務者に対してその効力を生じな

い。 

  改正民法 441 条は、（ⅰ）改正前民法下の相対的効力の原則を維持し

た上で、（ⅱ）改正前民法よりも絶対的効力事由を限定することで同原則

を強化する一方で、（ⅲ）「債権者」と「他の連帯債務者の一人」が絶対

的効力をもたせる旨の合意をしたときは、「当該他の連帯債務者に対する

効力」が認められるという新たな規律を設けている。 

   ・履行の請求 

［旧・削除］434 条 

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 

改正民法では、改正前民法 434 条の削除により、「履行の請求」が絶対

的効力事由から相対的効力事由に変更されている。 

・免除 

［旧・削除］437 条 

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、

他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。 

改正民法では、改正前民法 437 条の削除により、「債務の免除」が絶対

的効力事由から相対的効力事由に変更されている。 

     なお、改正民法は、連帯債務者の一人に対して免除がされた場合に、
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その連帯債務者に対して他の連帯債務者が求償（新 445 条）したときに、

求償に応じた連帯債務者が債権者に対して償還請求をすることができな

いことを前提としている。債権者は免除をしなかった連帯債務者に対す

る債権に基づいて弁済を受けているため、「法律上の原因なく」利益を得

たとはいえないからである。 

    ［論点 1］全ての連帯債務者の債務を免除する旨の連帯債務者の一人に

対する意思表示 

 改正民法が債務免除を相対的効力事由に改めた趣旨は、債権者の通

常の意思に反して債権の効力が弱まる事態を防止することにある。 

 すなわち、債権者が連帯債務者の一人に対して債務免除の意思表示

をする場合、債権者は単にその連帯債務者に対して請求しないという

意思を有しているにすぎず、他の連帯債務者に対してまで債務を免除

するという意思を有していないのが通常であるため、債務免除を絶対

的効力事由にすると債権者の通常の意思に反して債権の効力が弱まる

という不当な事態が生じかねないのである。 

 とすれば、連帯債務者の一人に対する債務免除の効力を判断するう

えで決定的なのは、免除をする債権者の意思であるといえる。 

そこで、全ての連帯債務者の債務を免除する意思で連帯債務者の一

人に対して債務免除の意思表示をした場合には、他の連帯債務者に対

しても債務免除の意思表示がなされたものとして扱い（擬制して）、全

ての連帯債務者の債務の免除を認めてよいと解する。 

なお、一部免除の意思表示についても同様に考えてよい。 

・連帯債務者の一人についての時効の完成 

［旧・削除］439 条 

連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、

他の連帯債務者も、その義務を免れる。 

改正民法下では、改正前民法 437 条の削除により、「債務の免除」が絶

対的効力事由から相対的効力事由に変更されている。その趣旨は、連帯

債務の担保的機能の強化にある。 

改正民法は、連帯債務者の一人について消滅時効が完成したときに、

求償（新 445 条）に応じた連帯債務者が債権者に対して償還請求をする

ことができないことを当然の前提としている。債権者は時効が完成しな

かった連帯債務者に対する債権に基づいて弁済を受けているため、「法律

上の原因なく」利益を得たとはいえないからである。 

・破産手続開始の開始 

［旧・削除］441 条 

連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、

その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。 

     改正前民法 441 条は、破産法 104 条があることによって実際上適用さ

れない規定となっていたため、削除された。 
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（５）連帯債務者間の求償権 

ア．成立要件 

［新］442 条 

① 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財

産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債

務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超

えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対

し、その免責を得るために支出した財産の額（そ

の財産の額が共同の免責を得た額を超える場合

にあっては、その免責を得た額）のうち各自の負

担部分に応じた額の求償権を有する。  

 

② 前項の規定による求償は、弁済その他免責があ

った日以後の法定利息及び避けることができな

かった費用その他の損害の賠償を包含する。 

［旧］442 条 

①連帯債務者の一人が弁済をし、その他

自己の財産をもって共同の免責を得た

ときは、その連帯債務者は、他の連帯債

務者に対し、各自の負担部分について

求償権を有する。 

 

 

 

② 前項の規定による求償は、弁済その

他免責があった日以後の法定利息及び

避けることができなかった費用その他

の損害の賠償を包含する。 

    連帯債務者の一人は、①「弁済をし、その他…共同の免責を得た」こと、

②「共同の免責」が「自己の財産をもって」得られたものであること（自

己の財産を減少させることにより共同の免責を得たこと）を要件として、

他の連帯債務者に対する求償権を取得する（新 442 条 1 項）。 

    改正民法 442 条 1 項は、「その免責を得た額が自己の負担部分を超える

かどうかにかかわらず」という文言を付加することで、同条項でいう「負

担部分」が「額」ではなく「割合」を意味する改正前民法下の判例法理を

明文化した。すなわち、自己の負担部分を超える額を支出しなくても、求

償権の成立が認められることが明文化された。そのほうが連帯債務者間の

公平に適うし、連帯債務の弁済が促進されることで債権者の利益にもなる

からである。 

  イ．通知義務 

［新］443 条 

① 他の連帯債務者があることを知りながら、

連帯債務者の一人が共同の免責を得ること

を他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、

その他自己の財産をもって共同の免責を得

た場合において、他の連帯債務者は、債権者

に対抗することができる事由を有していた

ときは、その負担部分について、その事由を

もってその免責を得た連帯債務者に対抗す

ることができる。この場合において、相殺を

もってその免責を得た連帯債務者に対抗し

たときは、その連帯債務者は、債権者に対し、

相殺によって消滅すべきであった債務の履

［旧］443 条 

① 連帯債務者の一人が債権者から履行の請

求を受けたことを他の連帯債務者に通知し

ないで弁済をし、その他自己の財産をもっ

て共同の免責を得た場合において、他の連

帯債務者は、債権者に対抗することができ

る事由を有していたときは、その負担部分

について、その事由をもってその免責を得

た連帯債務者に対抗することができる。こ

の場合において、相殺をもってその免責を

得た連帯債務者に対抗したときは、過失の

ある連帯債務者は、債権者に対し、相殺に

よって消滅すべきであった債務の履行を請
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行を請求することができる。  

② 弁済をし、その他自己の財産をもって共同

の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者

があることを知りながらその免責を得たこ

とを他の連帯債務者に通知することを怠っ

たため、他の連帯債務者が善意で弁済その他

自己の財産をもって免責を得るための行為

をしたときは、当該他の連帯債務者は、その

免責を得るための行為を有効であったもの

とみなすことができる。  

求することができる。 

② 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自

己の財産をもって共同の免責を得たことを

他の連帯債務者に通知することを怠ったた

め、他の連帯債務者が善意で弁済をし、そ

の他有償の行為をもって免責を得たとき

は、その免責を得た連帯債務者は、自己の

弁済その他免責のためにした行為を有効で

あったものとみなすことができる。 

 

    改正民法 443 条 1 項は、（ⅰ）事前通知の内容を「債権者から履行の請

求を受けたこと」から「共同の免責を得ること」に変更するとともに、（ⅱ）

事前通知義務が課される場合を弁済等をした連帯債務者が「他の連帯債務

者があることを知」っていた場合に限定している。なお、事前通知義務の

趣旨は、他の連帯債務者が債権者に対抗することのできる事由を主張する

機会を確保することにある。 

  改正民法 443 条 2 項は、事後通知を怠った連帯債務者が、弁済等をした

他の連帯債務者に劣後する場合を「他の連帯債務者があることを知」って

いた場合に限定している。なお、事後通知義務の趣旨は、他の連帯債務者

の二重弁済等の危険を回避することにある。すなわち、弁済等をした連帯

債務者が事後通知を怠ったため、他の連帯債務者が二重弁済等をするに至

った場合において、先行する弁済等の効力を優先して求償請求を認めると、

弁済等をした他の連帯債務者としては、弁済等のほかに求償の負担も負わ

されることになるのである（弁済等をした他の連帯債務者は債権者に対し

て不当返還請求をすることになるが、債権者の無資力の危険を負うことに

なる。）。 

［論点 2］第一弁済者の事後通知と第二弁済者の事前通知がない場合 

第一弁済者の事後通知と第二弁済者の事前通知がない場合、443 条 2 項

の適用により事前通知を欠いた第二弁済者の弁済が有効とみなされるか。 

443 条 2 項は同条 1 項を前提とするものであり、同条 1 項の事前通知

について過失のある連帯債務者まで保護する趣旨ではない。 

そこで、連帯債務者の一人が免責行為に先立つ事前通知を怠った場合

には、既に免責行為をしていた他の連帯債務者が事後通知を怠っていた

ことをもって、同条 2 項の適用により自己の免責行為が有効とされるこ

とはないと解する。 

ウ．償還する資力のない者の負担部分の分担 

［新］444 条 

① 連帯債務者の中に償還をする資力のない者

があるときは、その償還をすることができない

部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、

［旧］444 条 

連帯債務者の中に償還をする資力のない

者があるときは、その償還をすることがで

きない部分は、求償者及び他の資力のある
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最判 S57.12.17・百Ⅱ20 

改正民法下でも［論点 2］は解釈に

委ねられている（概要 120 頁）。 

 

 

第一弁済者の弁済が第二弁済者の

弁済に優先することになる。 
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各自の負担部分に応じて分割して負担する。  

② 前項に規定する場合において、求償者及び他

の資力のある者がいずれも負担部分を有しな

い者であるときは、その償還をすることができ

ない部分は、求償者及び他の資力のある者の間

で、等しい割合で分割して負担する。  

③ 前 2 項の規定にかかわらず、償還を受けるこ

とができないことについて求償者に過失があ

るときは、他の連帯債務者に対して分担を請求

することができない。 

者の間で、各自の負担部分に応じて分割し

て負担する。ただし、求償者に過失がある

ときは、他の連帯債務者に対して分担を請

求することができない。 

 

 

  改正民法 444 条 1 項は、改正前民法 444 条 1 項本文と同じである。 

改正民法 444 条 3 項は、求償請求を制限することになる求償者の「過失」

が「償還を受けることができないこと」についてのものであることを明文

上明らかにするものであり、改正前民法 444 条但書に実質的な変更を加え

るものではない。 

改正民法 444 条 2 項は、負担部分を有する者が無資力となった者だけで

あった場合に関する判例法理を明文化するものである。 

  エ．連帯の免除をした場合の債権者の負担 

［旧・削除］445 条 

連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力

のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち

連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。 

    改正前民法 445 条が削除されたことにより、連帯債務者の一人に対する

連帯の免除（相対的連帯免除）がなされた場合に、他の連帯債務者の中に

弁済をする資力のない者がいたときについては、改正民法 444 条に従って

処理されることになる。 

  オ．連帯債務者の一人についての免除・時効完成と求償権 

［新設］445 条 

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成し

た場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第 442 条第 1 項の求償

権を行使することができる。 

 

 

第２節．可分債権・可分債務 

 可分債権（分割債権）は、1 個の可分給付について複数の債権者が存在する場

合であって、一定割合でその給付が各債権者に分割されるものをいう。 

 可分債務（分割債務）は、1 個の可分給付について複数の債務者が存在する場

合であって、一定割合でその給付が各債務者に分割されるものをいう。 

 いずれにおいても、分割の割合は平等と推定される（427 条）。 
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第１１章 相続 

相続は被相続人の死亡（882 条）により開始し、相続開始の場所は被相続人の

住所地である（883 条）。 

 民法は、相続人（＝被相続人の相続財産を包括承継することのできる一般的資

格）の種類・範囲を画一的に定めており、被相続人の意思により相続人を創設す

ることはできない。 

 相続人の順位は、第一順位：子（887 条 1 項）、第二順位：直系尊属（889 条 1

項 1 号）、第三順位：兄弟姉妹（889 条 1 項 2 号）である。配偶者は常に相続人と

なる（890 条前段）。 

 

１．同時存在の原則 

相続人は、被相続人の死亡時に権利主体として存在していなければならない

のが原則である。 

胎児の出生擬制（886 条）・代襲相続（887 条 2 項・3 項、889 条 3 項）はそ

の例外である。 

 

２．相続欠格・推定相続人の排除 

相続欠格とは、相続人となる一般的資格を有する者について、相続制度の基

盤を破壊する行為を行った場合に、家族関係においてあるべき適正な秩序の維

持という公益的理由から、被相続人の意思・意向を問うことなく法律上当然に

相続資格を喪失させる制度である（891 条）。 

推定相続人の排除とは、被相続人の意思により家庭裁判所が推定相続人の相

続資格を奪う制度である（892 条、893 条）。排除は、遺留分を有する推定相続

人（配偶者・子・直系尊属‐1028 条参照）についてのみ認められる。遺留分を

有しない推定相続人（兄弟姉妹）については遺言により対応できるからである。 

 

３．相続の放棄と承認 

  推定相続人には、①単純承認（920 条）、②限定承認（922 条）、③相続放棄

（939 条）という 3 つの選択可能性が与えられている。熟慮期間（相続人が「自

己のために相続の開始があったことを知った時」１）から 3 ヶ月‐915 条 1 項本

文）の間に限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみな

される（921 条 2 号）。なお、限定承認・相続放棄は家庭裁判所に対する申述を

要する（924 条、938 条）。 

  相続放棄・承認の意思表示は、熟慮期間内であっても撤回できない（919 条

1 項）。他方で、○ア制限行為能力者であること・錯誤・詐欺・脅迫を理由とする

取消し（2 項）、○イ方式違反の相続放棄、熟慮期間経過後の意思表示、無権代理

を理由とする無効は認められる。なお、身分関係の早期安定のため、○アの取消

権の行使期間は短期 6 箇月・長期 10 年に短縮されている（3 項）。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１）

 熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因た

る事実」のみならず「自己が法律上相続人となった事実」を知った時を意味する（最判 S59.4.27・百Ⅲ76）。 
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４．相続人の不存在 

  相続人のあることが明らかでない場合、相続財産の管理・清算という目的の

限りで被相続人の権利義務を承継する相続財産法人が作り出され、家庭裁判所

によって選任された相続財産管理人（952 条 1 項）が相続財産法人の代理人と

して相続財産の管理・清算を行う。 

 

５．特別縁故者への相続財産の分与 

相続人がいないことが確定した場合に、家庭裁判所の裁量により、残余財産

を特別縁故者に分与するという制度である（958 条の 3）。 

特別縁故者への相続財産の分与は家庭裁判所の裁量判断に属するものであ

り、特別縁故者に分与請求権が認められるわけではない。 

 

６．相続の要件事実 

相続の要件事実としては、まず、①相続の開始要件としての被相続人の死亡

（882 条）と、②原告が相続人（889 条、890 条）であること、を主張する必要

があり、この点について争いはない。 

 争いがあるのは、①・②に加えて、原告以外の相続人がいないことについて

まで主張する必要があるかという点である（のみ説 vs 非のみ説）。 

 通説・実務は、非のみ説である。つまり、原告は①・②のみを主張すれば足

り、原告以外に相続人がいることは抗弁になると考えるのである。 

（１）相続人が子 

他の相続人がいる場合であっても、子及び配偶者は相続人となることがで

き、法定相続分が減少するだけであるから、原告以外の他の相続人の存在は、

全部抗弁ではなく一部抗弁として機能するにとどまる。 

請求：①被相続人の死亡  

②原告は被相続人の子である  

抗弁：配偶者、原告以外の子の存在 

（２）相続人が父母 

  請求：父母は、「第 887 条の規定により相続人となるべき者（子又はその代襲

者）がいない場合」にはじめて相続人となることができる（889 条 1 項）

のだから、①被相続人の死亡、②原告が被相続人の父であることに加え

て、③被相続人には子（及びその代襲者）がいないことも必要である。 

  抗弁：被相続人に配偶者や母がいることが一部抗弁となる。 

（３）相続人が兄弟姉妹 

  請求：兄弟姉妹は、子（及びその代襲者）並びに直系尊属がいない場合には

じめて相続人となることができる（889 条 1 項、2 項）のだから、①被

相続人の死亡、②相続人が被相続人の兄であることに加えて、③被相続

人には子（及びその代襲者）並びに直系尊属がいないことも必要である。 

  抗弁：被相続人の配偶者や原告以外の兄弟姉妹がいることが一部抗弁となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、③被相続人が生前において

当該財産を保有していたこと（争い

があれば、前主所有＋取得原因事実

まで主張立証する）が必要である。 

 

 

 

30 講 434 頁 

 

 

 

 

 

 

30 講 434 頁 

 

 

 

 

 

30 講 435 頁 
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７．遺産共有 

複数の相続人（＝共同相続人）は、各自の相続分に応じて相続財産を共有す

る（898 条）。 

遺産共有状態は、暫定的な相続財産の帰属状態であり、相続財産を構成する

個々の権利義務が終局的かつ個別的に個々の共同相続人に帰属するためには、

さらに遺産分割の手続を経なければならない。 

［論点 1］金銭債権・金銭債務 

金銭債権・金銭債務は、法律上当然に相続分に従い分割され、各共同相続

人に帰属する。 

［論点 2］連帯債務 

連帯債務は、債権の満足・確保という共同の目的を達成する手段として相

互に関連結合しているが、可分であることは通常の金銭債務と同様である。 

 そこで、連帯債務者の 1 人が死亡した場合、共同相続人は各自の相続分に

従い連帯債務を分割承継し、各自その承継した範囲において本来の債務者と

ともに連帯債務者となると解する。 

なお、分割承継とする考えに対しては、担保力が弱くなり、連帯債務とし

ての意味がなくなるという批判もある。しかし、全額承継を認めると、相続

という偶然の事情により債権者に過大な保護を与えることになる。このこと

に、債権者には財産分離の利用（941 条以下）のほか、物的担保をとるなどの

債権回収のための他の手段もあることも併せ考えると、分割承継により相続

人の利益を優先する解釈にも合理性があるといえる。 

［論点 3］金銭 

金銭は、不動産や他の動産と同様に有体物として捉えられ、遺産共有に取

り込まれ、遺産分割の対象となる。 

 したがって、相続人は、遺産分割までの間は、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

銭の支払いを求めることができない。 

［論点 4］遺産中の賃貸不動産の賃料債権 

遺産を構成する賃貸不動産から生じた賃料債権は、相続開始後に発生した

ものであるから、当事者の合意によることなく当然に遺産分割の対象となる

ものではない。 

そうすると、遺産分割の遡及効（909 条本文）が遺産にしか及ばないこと

から、遺産分割の対象とされていない不動産の賃料債権の帰属については遺

産分割の遡及効により覆されることにはならない。 

そこで、遺産を構成する賃貸不動産について相続開始時から遺産分割まで

に生じた賃料債権について、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債

権として確定的に取得する」と解すべきである。２） 

 

 

 

 

 

 

B 

最 判 S29.4.8 ・ 百 Ⅲ 65 、 最 判

S34.6.19・百Ⅲ62 

B 

最判 S34.6.19・百Ⅲ62 

 

一部額についての不等額での連帯

関係が複数出現することになる。 

 

 

 

内田Ⅳ408 頁 

 

 

 

B 

最判 H4.4.10・百Ⅲ63 

 

 

 

 

B 

最判 H17.9.8・百Ⅲ64 

 

 

 

 

 

遺産分割の遡及効により、賃料債権

取得が遡及的に否定され、不当利得

になる、という扱いにはならない。 

 
２）

 最高裁平成 17 年判決の見解によると、遺産から生じた賃料債権が遺産分割（調停や審判）の対象になら

ず、賃料債権も含めた柔軟な遺産分割を不可能にするのではないかとの懸念もあるが、平成 17 年最判は、

遺産から生じた賃料債権について共同相続人の合意により遺産分割の対象に含めることまで否定する趣旨

ではないと思われる（例えば、2008 法セミ 59 頁）。 



秒速・総まくり２０２１ 民法 

                         講師 加藤喬 

469 

［論点 5］預金債権 

確かに、金銭債権が法律上当然に分割承継されると解されていることから、

預金債権についても分割承継されるとも思える。 

 しかし、普通預金債権は、継続的取引契約である普通預金契約に基づき、

１個の債権として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、その額を観念的なものとして存続するものである。 

そうすると、普通預金債権は、普通預金契約上の地位を準共有する共同相

続人が全員で同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。 

そこで、共同相続された普通預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分

に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する。 

 

８．相続分 

［計算］具体的相続分の算出 

  相続人各自の具体的相続分は、④→③→②→①の順序で計算して導く。 

 

①〔具体的相続分〕＝「一応の相続分」＋「各自の寄与分」－「各自の特別受益たる遺贈・贈与」 

（904 条の 2 第 1 項）     （903 条 1 項） 

 

②〔一応の相続分〕＝「みなし相続財産」×各自の相続分（指定相続分又は法定相続分） 

 

③〔みなし相続財産〕＝｢被相続人が相続開始時において有した財産｣＋｢全員の特別受益たる贈与｣－｢全

員の寄与分｣                  （903 条 1 項）３） 

 

④〔相続開始の時において有した財産〕＝債務（消極財産）を控除しない積極財産の価額 

 

（１）指定相続分と法定相続分 

相続分については、被相続人の遺言による指定（相続分の指定）があれば

それにより（902 条）、指定がない場合には民法所定の法定相続分が一応の準

則となる（900 条）。 

ア．法定相続分 

（ア）子が相続人となる場合（900 条 1 号） 

配偶者：2 分の 1 

子：2 分の 1 

     ➡非嫡出子の法定相続分を嫡出子の 2 分の 1 とする民法旧規定 900 条

4 号但書前段は、違憲判決を受けて、削除された（平成 25 年 12 月

11 日施行）。 

A 

最大決 H28.12.19・百Ⅲ66 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常貯金債権・定期貯金債権につい

ても同様。 

 

 

民法（全）625～632 頁 

リークエ 287～299 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大判 H25.9.4・百Ⅲ57 

 

 

 
３）〔みなし相続財産〕を算出する際に「相続開始の時において有した財産」に加算する「特別受益」は、「贈

与」に限られ、「遺贈」は加算されない。遺贈は「相続開始の時において有した財産」から支弁されるもの

だからである（民法（全）628 頁）。 



    秒速・総まくり２０２１ 民法 

     講師 加藤喬 

470 

  （イ）直系尊属が相続人となる場合（2 号） 

配 偶 者：3 分の 2 

直系尊属：3 分の 1 

（ウ）兄弟姉妹が相続人となる場合：（3 号） 

配 偶 者：4 分の 3 

兄弟姉妹：4 分の 1 

      ➡半血兄弟姉妹（死亡した被相続人と親族の一方を共通にするだけの

者）と全血兄弟姉妹とがいる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は全

血兄弟姉妹の半分である（4 号但書）。 

イ．指定相続分 

（ア）遺言による相続分の指定 

［新］902 条 

① 被相続人は、前 2条の規定にかかわらず、

遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は

これを定めることを第三者に委託するこ

とができる。 

 

 

② 被相続人が、共同相続人中の一人若しく

は数人の相続分のみを定め、又はこれを第

三者に定めさせたときは、他の共同相続人

の相続分は、前 2 条の規定により定める。 

［旧］902 条 

① 被相続人は、前 2 条の規定にかかわらず、

遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は

これを定めることを第三者に委託すること

ができる。ただし、被相続人又は第三者は、

遺留分に関する規定に違反することができ

ない。（削除） 

② 被相続人が、共同相続人中の一人若しく

は数人の相続分のみを定め、又はこれを第

三者に定めさせたときは、他の共同相続人

の相続分は、前 2 条の規定により定める。 

     遺留分減殺請求権の効果が物権的効果・現物返還から金銭債権発生の

みに変更された（新 1046 条）ことに伴い、遺留分を侵害する特定遺贈や

贈与の効力が維持されることになったため（新 1047 条 1 項）、相続分の

指定についても効力を維持することになった。 

（イ）相続分の指定がなされた場合における相続債権者の権利行使 

［新設］902 条の 2 

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定

がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第 900 条及び第 900 条の規定により算定し

た相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一

人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。 

     改正民法 902 条の 2 本文・但書は、改正前民法下の判例法理を明文化

したものである。４） 

     同条は、遺言による相続分の指定についてのみ適用されるから、遺産

分割協議において法定相続分と異なる割合で相続債務が承継されること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 9 頁 

 

 

 

概要・相続 10～13 頁 

 

 

 

 

 

最判 H21.3.24・百Ⅲ88 

 

 

 

 

 
４）なお、本判決は「相続人のうちの 1 人に対して全部財産を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当

該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思

のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の

意思が表示されたものと解すべきであ…る」と述べているから、特段の事情のない限り、積極財産に関す

る指定の割合は消極財産（相続債務）に関する指定の割合と一致することになる。 
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となった場合については、詐害行為取消権（新 424 条）などにより対処

することになる。 

（２）具体的相続分の確定 

ア．みなし相続財産 

民法は、相続財産に対する各共同相続人の相続分を具体的に確定するに

あたって、相続開始時に現存する財産の価額を計算の基礎としたのでは相

続人間の公平に反する結果となる場合があることを踏まえて、（ⅰ）「特別

受益たる生前贈与の価額」を｢相続開始の時において有していた財産の価

額｣に加える一方で、（ⅱ）｢相続開始の時において有していた財産の価額｣

から｢各共同相続人の寄与分」を控除することにより得られた価額を「みな

し相続財産の価額」として、これを計算の基礎にして具体的相続分を確定

することにしている（新 903 条・904 条、904 条の 2）。 

イ．特別受益の払戻し 

［新］903 

① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を

受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若

しくは生計の資本として贈与を受けた者

があるときは、被相続人が相続開始の時に

おいて有した財産の価額にその贈与の価

額を加えたものを相続財産とみなし、第

900条から第 902条までの規定により算定

した相続分の中からその遺贈又は贈与の

価額を控除した残額をもってその者の相

続分とする。 

 

② 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に

等しく、又はこれを超えるときは、受遺者

又は受贈者は、その相続分を受けることが

できない。 

 

③ 被相続人が前 2項の規定と異なった意思

を表示したときは、その意思に従う。 

 

 

 

④ 婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方であ

る被相続人が、他の一方に対し、その居住

の用に供する建物又はその敷地について

遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人

は、その遺贈又は贈与について第 1 項の規

［旧］903 条 

① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受

け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しく

は生計の資本として贈与を受けた者がある

ときは、被相続人が相続開始の時において有

した財産の価額にその贈与の価額を加えた

ものを相続財産とみなし、前 3 条の規定によ

り算定した相続分の中からその遺贈又は贈

与の価額を控除した残額をもってその者の

相続分とする。 

 

 

② 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等

しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は

受贈者は、その相続分を受けることができな

い。 

 

③ 被相続人が前 2項の規定と異なった意思を

表示したときは、その意思表示は、遺留分に

関する規定に違反しない範囲内で、その効力

を有する。（下線部分を削除） 

 ➡「前 2 項の規定と異なった意思表示」とは、

持戻し免除の意思表示である。 

 

 

 

 

民法（全）626～632 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 14～21 頁 

 

①の下線部分は、902 条の 2 が新設

されたことに伴う、文言の表現の変

更にとどまる（内容面での変更な

し）。 

 

 

 

 

 

 

 

②は形式・内容の変更なし。 

 

 

 

 

遺留分減殺請求権の効果が物権的

効果・現物返還から金銭債権発生の

みに変更された（新 1046 条）こと

に伴い、下線部分が削除された。 

 

④は、持戻し免除の意思を推定する

ことで、配偶者保護を強化するもの

である。 
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定を適用しない旨の意思を表示したもの

と推定する。（新設） 

［現］903 条の 2 

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行

為によって、その目的である財産が滅失し、

又はその価格の増減があったときであって

も、相続開始の時においてなお原状のままで

あるものとみなしてこれを定める。 

ウ．寄与分 

［現］904 条の 2 

① 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養

看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある

ときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めた

その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第 900 条から第 903 条までの規定によ

り算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項

に規定する寄与をした者の請求により、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、寄与分を定める。 

③ 寄与分は、被相続人が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

残額を超えることができない。 

④ 第 2 項の請求は、第 907 条第 2 項の規定による請求があった場合又は第 900 条に規定する

場合にすることができる。 

 

９．相続分の譲渡・取戻し 

  相続開始後・遺産分割前であれば、共同相続人の一人は自己の相続分を第三

者に譲渡することができる。ここでいう「相続分」とは、積極財産と消極財産

とを包含した遺産全体に対する譲渡人の割合的持分を意味する。相続分の譲渡

を受けた第三者は、遺産分割手続に関与することができ、他の共同相続人は第

三者の遺産分割介入を防ぐために価額や費用を償還して相続分を第三者から取

り戻すことができる（905 条 1 項）。 

  他方で、遺産に属する特定の財産上の持分が譲渡された場合には、通常の物

権法上の共有理論に従った処理に服する。 

 

１０．遺産分割 

遺産共有状態は一時的・暫定的な状態であるから、遺産を構成している個別

の財産の各共同相続人への帰属を確定させるためには、遺産分割を要する。 

  遺産分割の対象は「遺産分割時の相続財産」であって「相続開始時の相続財

産」ではない。 

  遺産分割の方法には、①遺言によって分割方法が指定された指定分割（908

条）、②協議・調停による分割（907 条 1 項）、③審判による分割（907 条 2 項）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最判 H13.7.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リークエⅥ323 頁 
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がある。なお、遺産分割審判に先立ち調整による分割（調停前置ではなく職権

による）が試みられるのが通常である（家事事件手続法 244 条・274 条 1 項）。 

（１）遺産分割の当事者 

   共同相続人のほか、包括受遺者、相続分譲受人も含まれる。遺産分割当事

者を除外して行われた遺産分割、相続人でない者を含めて行われた遺産分割

は無効である。 

   遺産分割後に認知がされた場合には、認知の遡及効（784 条）ゆえに遺産

分割は遺産分割当事者を除外して行われたものとして無効になりそうである

が、民法は、法律関係の安定のため、遺産分割の効力を維持した上で、認知

により相続人になった者には相続分に応じた価額請求権を与えるという処理

をしている（910 条）。 

   共同相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者がこの者の法定代理人

として遺産分割手続を行うことは利益相反行為（826 条）と評価されるため、

未成年者のための特別代理人の選任が必要である。成年後見人と成年被後見

人とが共同相続人となる場合についても同様である（860 条本文・826 条）。 

（２）遺産分割の時期 

ア．原則 

    各共同相続人は、原則として、いつでも自由に遺産分割を請求すること

ができる（907 条 1 項）。共同相続人の一人は、他の共同相続人は遺産分割

を望まない場合でも、遺産分割協議を請求することができ、他の共同相続

人はこれに応じなければならない。 

イ．例外 

    以下の場合には、例外的に分割が禁止される。 

   ・遺言による分割禁止 

    ➡5 年が限界（908 条） 

   ・協議・調停による分割禁止 

    ➡5 年が限界（協議については、256 条 1 項但書・2 項） 

   ・審判による分割禁止（903 条 3 項） 

（３）遺産分割の遡及効 

遺産分割は、相続開始時に遡ってその効力を生じる（909 条本文）。遺産を

構成する個別財産は、相続開始時に被相続人から当該個別財産を取得した相

続人に直接移転したという処理がされているのである。 

もっとも、遺産分割の遡及効は、遺産分割前の「第三者」の権利を害する

ことができない（909 条但書）。同条但書の「第三者」は、相続開始後、遺産

分割前に、遺産分割の目的物について利害関係を有するに至った者を意味す

る。同条但書の「第三者」として保護されるためには、善意・悪意は問われ

ないが、対抗要件（不動産の場合には、登記）を備えていることが必要であ

ると解されている。 

（４）遺産分割の解除 

   これには、債務不履行解除と合意解除とがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後見監督人がいる場合はこの限り

ではない（860 条但書）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法（全）638 頁、佐久間Ⅱ96 頁 
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［論点 1］債務不履行解除 

共同相続人の 1 人が遺産分割協議において負担した債務を履行しない場

合、他の共同相続人が 541 条に基づき遺産分割協議を債務不履行解除するこ

とができるか。 

 確かに、545 条 1 項但書・192 条・909 条但書という第三者保護規定があ

るから、解除を認めても対外的な法的安定は害されない。 

 しかし、解除を認めた場合、共同相続人が再度遺産の全体について分割を

やり直さなければならないことになるため、対内的な法的安定が害される。 

しかも、民法は遺産分割について宣言主義を採用している（909 条参照）

ため、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は特定の相

続人間の債権債務関係が残るだけであるから、遺産分割協議自体の履行・不

履行という問題は生じない。５） 

そこで、遺産分割協議の債務不履行解除は認められないと解する。６） 

［論点 2］合意解除 

共同相続人全員の合意により遺産分割協議の全部又は一部を解除すること

ができるか。  

 民法は遺産分割の効力について宣言主義を採用している（909 条本文参

照）ため、遺産分割協議自体の不履行は生じないが、合意解除であるから協

議自体の不履行は解除要件とならない。 

 また、対外的な法的安定については 545 条 1 項但書・192 条・909 条但書

により確保されるし、共同相続人全員の同意があるため対内的な法的安定の

問題も生じない。 

 そこで、合意解除は認められると解する。 

（５）改正 

ア．遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲 

［新設］906 条 2 

① 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員

の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすこと

ができる。 

② 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき

は、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。 

イ．遺産分割の協議・審判等 

［新］907 条 

① 共同相続人は、次条の規定により被相続人

が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その

［旧］907 条 

① 共同相続人は、次条の規定により被相続

人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、

A 

最判 H 元.2.9・百Ⅲ70 

 

 

内田Ⅳ426～427 頁、百Ⅲ70 解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

最判 H2.9.27 

 

内田Ⅳ426～427 頁、百Ⅲ70 解説 

 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 21～26 頁 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 27～30 頁 

 

 

 

 
５）

 遺産分割の効力は相続開始時に遡及する（909 条本文）ため、例えば、遺産分割により甲不動産が相続人

A の単独所有になったという場合、甲不動産は相続開始時から A の単独所有に属していたのであって、遺

産分割はこれを事後的に宣言したにすぎないという取り扱いとなる。この考え方を、遺産分割の効力に関

する宣言主義という（内田Ⅳ429 頁）。 
 

６）再分割が最適な手段であるという場合には、実は遺産分割ではなく負担付贈与であったと法律構成する

ことで、負担の債務不履行を理由とする解除を認めることも可能である（最判 S53.2.17、内田Ⅳ427 頁）。 
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協議で、遺産の全部又は一部の分割をするこ

とができる。 

② 遺産の分割について、共同相続人間に協議

が調わないとき、又は協議をすることができ

ないときは、各共同相続人は、その全部又は

一部の分割を家庭裁判所に請求することが

できる。ただし、遺産の一部を分割すること

により他の共同相続人の利益を害するおそ

れがある場合におけるその一部の分割につ

いては、この限りでない。 

③ 前項本文の場合において特別の事由があ

るときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺

産の全部又は一部について、その分割を禁ず

ることができる。 

その協議で、遺産の分割をすることができ

る。 

② 遺産の分割について、共同相続人間に協

議が調わないとき、又は協議をすることが

できないときは、各共同相続人は、その分

割を家庭裁判所に請求することができる。 

 

 

 

 

③ 前項の場合において特別の事由があると

きは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産

の全部又は一部について、その分割を禁ず

ることができる。 

    改正民法 907 条は、改正前民法下でも実務で行われていた遺産の一部分

割について、明文上の根拠を与えるための規定である。 

なお、遺産の一部分割について、全部分割とは異なる特別の要件は課さ

れていない。 

ウ．遺産分割前における預貯金債権の行使 

［新］909 条の 2 

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の 3 分の 1 に第 900

条及び第 901 条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額（標準的な当面の必

要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省

令で定める額を限度とする。）については、単独でその権利を行使することができる。この場合

において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割

によりこれを取得したものとみなす。 

    近時の判例は、（ⅰ）預貯金債権が相続による当然に相続分に応じて分割

され各共同相続人に分割承継される（その結果、各共同相続人の分割単独

債権となる）とする従来の判例法理を変更し、預貯金債権は遺産分割の対

象に含まれるとするとともに、（ⅱ）（ⅰ）の結果、遺産分割前に預貯金債

権を単独で行使することはできない（共同相続人全員が共同して行使でき

るにとどまる）とした。 

    その結果、相続債務の弁済や、被相続人から扶養を受けていた共同相続

人の当面の生活費への充当などのために、被相続人が有していた預貯金を

遺産分割前に払い戻す必要がある場合であっても、共同相続人全員の同意

がない限りこれができないという不都合が生じ得る。 

    仮分割の仮処分などの保全手続（家事事件手続法 200 条 2 項）を活用す

る余地もあるが、要件が厳格であるという問題点がある。 

    改正民法 909 条の 2 は、上記のような不都合が生じるおそれに対処する

ために、遺産分割前でも、各共同相続人は「預貯金債権額×1／3×自己の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 31～36 頁 

 

 

 

 

 

 

 

最大決 H28.12.19・百Ⅲ66 

最判 H29.4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、同一の金融機関に対する権利

行使は 150 万円を限度とする（新
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法定相続分」の限度で預貯金債権を単独行使できると定めている。 

 

１１．財産分離 

  相続財産と相続人の固有財産との混同を防ぐために、一定の者の請求により

相続財産を分離して管理・清算する手続である（941 条～950 条）。 

  これには、相続債権者又は受遺者の請求によってされる第一種財産分離と、

相続人債権者の請求によってされる第二種財産分離とがある。 

 

１２．相続財産に関する費用 

［新］885 条 

相続財産に関する費用は、その財産の中

から支弁する。ただし、相続人の過失によ

るものは、この限りでない。 

 

［旧］885 条 

① 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁す

る。ただし、相続人の過失によるものは、この限りで

ない。 

② 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって

得た財産をもって支弁することを要しない。（削除） 

 

１３．共同相続における権利の承継の対抗要件 

［新設］889 条の 2 

① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第 901 条の

規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、

第三者に対抗することができない。 

② 前項の権利が債権である場合において、次条及び第 901 条の規定により算定した相続分を超え

て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容（遺産の分割により当該債権を承継

した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容）を明らかにして債務者にその承継の通知

をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 

改正民法 899 条の 2 第 1 項は、①遺言による相続分の指定（新 902 条）・②

特定財産承継遺言（新 1014 条 2 項参照）・③遺産分割（906 条以下）に基づ

く権利の包括承継について、法定「相続分を超える部分」については、対抗要

件を備えなければ第三者に対抗することができない旨を定めている。 

同条項の新設により、（ⅰ）相続分の指定による不動産の権利の取得は登記

なくして第三者に対抗できるとする改正前民法下の判例法理、（ⅱ）特定財産

承継遺言（「相続させる」旨の遺言）は特段の事情がない限り遺産分割方法の

指定に当たり、この遺言によって不動産を取得した者は登記なくしてその権利

を第三者に対抗することができるとする改正前民法下の判例法理は、法定「相

続分を超える部分」の限度で、「登記なくして第三者に対抗することはできな

い」という内容に変更される。 

なお、改正民法 899 条の 2 は、財産法上の対抗要件制度の規律が直接適用

されない包括承継の場合について対抗要件主義を定めることに存在意義を有

する規定であるから、特定承継である遺贈には適用されない（遺贈については、

177 条・178 条・467 条などが直接適用される。）。 

909 条の 2 括弧書）（民法（全）636

頁）。 

 

 

 

 

 

 

概要・相続 2 頁 

 

 

遺留分減殺請求権の効果が物権的

効果・現物返還から金銭債権発生の

みに変更された（新 1046 条）こと

に伴い、意味を失い、削除された。 

 

概要・相続 2～5 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細につき、総まくり 93 頁以下 

 

 

 

最判 H5.7.19 

最判 H14.6.10・百Ⅲ75 

(ⅰ)(ⅱ)は、法定相続分に従った権

利の承継に関する最判S38.2.22（百

Ⅰ59・総まくり 93 頁［論点 1］）を

参照している。 
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１４．特別寄与料の請求 

［新設］1050 条 

① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維

持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族（相続人、相続の放棄をした者及び第 891

条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄

与者」という。）は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭（以下こ

の条において「特別寄与料」という。）の支払を請求することができる。 

② 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をす

ることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求すること

ができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から 6 箇月を経過したとき、

又は相続開始の時から 1 年を経過したときは、この限りでない。 

③ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、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、特別寄与料の額を定める。 

④ 特別寄与料の額は、被相続人が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

した残額を超えることができない。 

⑤ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第 900 条から第 902 条までの規定

により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 

現行法上、寄与分は、相続人にのみ認められており、相続人以外の者（例

えば、相続人の配偶者）が遺産の維持・増加に多大な貢献をした場合であっ

ても、その分配を受けることができず、これは実質的に公平に反すると考え

られてきた。 

こうした相続人ではない者の貢献については、裁判例では、その者の配偶

者等の相続人の寄与分において、その貢献を反映させるという解決もとられ

てきたが、この場合も、その貢献が反映されるのは配偶者等の相続人の寄与

分においてであって、貢献を反映した利益が貢献した本人に直接帰属するわ

けではない。 

そこで、改正民法 1050 条は、遺産の維持・増加について特別の寄与をした

被相続人の親族に寄与に応じた利益（金銭）が直接に帰属することとする定

めを設けた。 

なお、「被相続人の親族」以外の者には、同条は適用されないから、財産法

上の請求権（契約上の報酬請求権、事務管理に基づく費用償還請求権、不当

利得返還請求権等）による解決を試みることになる。 

概要・相続 128～131 頁 
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