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配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置 

 
１ 問題の所在 

相続人となる配偶者の中には，婚姻期間が長く，被相続人と同居してその日常生活

を支えてきたような者もいれば，老齢になった後に再婚した場合など婚姻期間が短い

者もおり，また，形式的には婚姻期間が長期にわたる場合であっても，別居期間が長

く実質的な婚姻生活はそれほどなかったような者もいるなど，被相続人の財産の形成

又は維持に対する寄与の程度は様々であると考えられるが，現行法上，配偶者の法定

相続分は一律に定められており（民法９００条），婚姻生活の実態に即して法定相続分

自体を調整することは予定されていない。遺産分割の際の調整手段としては，寄与分

（民法９０４条の２）の制度があるが，財産の維持・増加について「特別の寄与」が

あったことが要件とされ，通常の家事労働等は法定相続分の中で既に評価がされてい

ることが前提とされているため，現行の寄与分制度のみでは，上記のような夫婦の実

態や貢献の度合い等に応じた遺産分割を実現することは困難である。 
他方，離婚における財産分与においては，家事労働を含め，配偶者の貢献の程度を

実質的に考慮して財産の分配がされることになるため，現在の配偶者の相続制度は，

離婚における財産分与制度との整合性がとれていないのではないかとの指摘もされて

いるところである。 
また，現行法の法定相続分の規定（民法９００条）は，昭和５５年の民法改正後３

０年あまり見直しが行われていないことから，この機会に，現在の家族形態や国民感

情等に照らして規律を見直す必要がないかどうか検討する必要がある。 
そこで，配偶者の貢献に応じた遺産の分割を実現するという観点から，法定相続分

の見直しの要否や遺産分割における適切な調整手段の在り方について検討する必要が

ある。 
 

２ 生存配偶者の法定相続分及び遺産分割の調整手段等に関する現行法上の規定等 

（１）法定相続分 
  ア 配偶者の相続権の根拠 
    昭和２２年以前の寡婦の相続法上の地位は，明治民法制定前は嫡子の継母にあた

る場合以外は一切相続権がなく，また，明治民法制定後も家督相続上の順位は親族

の中で最も劣位にあり，遺産相続においても，被相続人に直系卑属があれば相続権

を有しないという極めて弱いものであった。 

その後，昭和２２年の民法改正により，配偶者に相続権が認められるように

なったが，その根拠は，第１に，財産の清算の実現にあるといわれる。これは，名

義上被相続人の単独所有となっている財産でも，その取得や維持に生存配偶者が協

力している場合が多く，したがって生存配偶者は財産に潜在的な持ち分を有してい
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るといえるから，その清算のために生存配偶者に相続権を認めるべきという考え方

である。第２に，生存配偶者の扶養ないし生活保障の実現にあるといわれる。これ

は，被相続人が生存していれば配偶者はその扶養を受けられたのに，死亡によりこ

の扶養を受けることができなくなるから，これを補うものとして相続権を認めるべ

きという考え方である。これらの根拠は，いずれも離婚の際の財産分与（民法７６

８条）のそれと類似するものといえる。 

  イ 現行法の法定相続分 
配偶者の相続分は，以下のとおりである。 
・ 子と共に相続する場合は２分の１ 
・ 直系尊属と共に相続する場合は３分の２ 
・ 兄弟姉妹と共に相続する場合は４分の３ 

（２）配偶者の貢献に応じた遺産分割を実現するための手段 
ア 遺言による調整 

配偶者に遺産の多くを取得させる旨の被相続人の遺言があれば，配偶者は，他

の相続人の遺留分を侵害しない限度で，法定相続分を上回る財産を取得することが

できる。 
イ 寄与分による調整 

配偶者が長年にわたって被相続人が営む家業に従事していた場合のように，労

務の提供，財産上の給付，療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持・増

加に対する「特別の寄与」が認められる場合には，相続人の協議又は家庭裁判所に

より，配偶者の寄与分を定めることができる。 
（参照）民法 
（寄与分） 
第９０４条の２ 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９０２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９１０条に規定する

場合にすることができる。 
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３ これまでの民法改正の検討状況（参考資料３参照） 

（１）昭和５５年民法改正 
配偶者の相続分に関連して，①夫婦財産制を別産制から共有制に改めるかどうか，

②配偶者の相続分の規律を実態に応じて分けるかどうか，③相続財産から一定額を生

存配偶者に先取りさせる制度を採り入れるかどうかが議論された。検討された内容を

中心に，参考資料３に補足して説明する。 
  ア 夫婦財産制を別産制から共有制に改めることについて 
   ○ 内助の功を適切に評価し，夫婦の実質的平等を確保する等の観点から，法定財

産制として，現行の別産制を共有制に変更するかどうかが検討された。 
   ○ 夫婦財産の共有制とは，婚姻中に取得した財産は，夫婦の一方がその収入で購

入したものであっても夫婦の共有とし，夫婦が互いに２分の１ずつの共有持ち

分を有するという制度である。もっとも，共有制の下では，夫婦の一方が負担

した債務も夫婦が共同で負担することとしなければ，債権者との関係でバラン

スがとれないこととなり，また，夫婦共有財産の処分も夫婦の一方が単独です

ることができなくなる場合が生ずるなどの不利益が指摘された。    
     （注１）共有制を採用するために解決すべき法律上の問題点として，①共有の根拠・性質，

②共有となる時期，③共有財産の範囲，④共有財産の公示・第三者への対抗要件，⑤共

有財産の処分・債務負担行為の方法等が指摘されていた。 
     （注２）共有制の採用の可否と関連して，婚姻生活をするのに必要な居住家屋等の財産や潜

在的共有持分を侵害する財産の処分には配偶者の同意が必要であるとする法制について

も検討された。 
     （注３）妻の潜在的共有持ち分の取戻しのために，婚姻中，離婚時，相続時にそれぞれどの

ような措置が考えられるかが検討されたが，相続時の措置としては，配偶者の法定相続

分を増やすことがもっぱら検討されていた。 
イ 配偶者の相続分の規律を実態に応じて分けることについて 
 ○ 法定相続分を婚姻期間に応じて定めるべきかどうかが検討された。 

具体的には，婚姻期間について①１０年未満，②１０年以上２０年未満，③

２０年以上に区分し，それぞれの区分や共同相続人がどのような者であるかと

いった点に応じて具体的な相続分を定めることが提案された。 
 ○ 法定相続分を子の数に応じて定めるべきかどうかが検討された。 

具体的には，①子が１人，②子が２人，③子が３人以上に区分し，具体的な

相続分を定めることが提案された。 
（注１）婚姻期間に応じて相続分を定める立法例は見当たらないとされていた。 
（注２）婚姻期間に応じて相続分を定める際は，婚姻に先行する内縁期間をどう評価するか，

婚姻中の長期の別居をどう考えるかなどの問題があるとの指摘がされた。このため，

婚姻期間の長短に応じて相続分を定める立法をする場合には，裁判所の裁量により相
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続分を調整する余地を残しておく必要があるとの指摘もされた。 
（注３）子の数に応じて相続分を分ける案については，さらに，配偶者の子であるかどう

かや，子の年齢で区別するかどうかが問題とされた。 
（注４）このような実態に応じた調整については，遺言を活用して妥当な取得分を決すべき

との指摘がされ，遺言制度の簡易化等の方策が検討された。 
  ウ 相続財産から一定額を生存配偶者に先取りさせる制度を採り入れることについて 
   ○ 相続分の引上げによっても，遺産が少ない場合には生存配偶者の生活保障が図

れないとして，遺産から一定の先取りを認める制度の導入が検討された。  
○ 具体的には，生存配偶者が，①法律上当然に一定の先取分を取得するものとす

る案，②当然には取得しないが，裁判所が裁量により取得させることができる

ものとする案が検討された。また，先取分の対象たる遺産として，(ⅰ)一定金額

に相当する遺産とする案（法定遺贈），（ⅱ）一定種類の遺産とする案が検討さ

れた。 
（注１）遺産債務との関係で債権者を害しないか（債務超過の場合にも認めるか等），配偶

者だけに先取りを認めることの当否等が問題とされた。 
（注２）遺留分との関係，遺言，生前贈与との関係が問題になると指摘されていた。また，

各相続人の相続分の算定が困難になるとの指摘がされた。 
（注３）先取りとやや類似した制度として，相続財産による生活扶助（扶養）の措置が検討

された。具体的には，被相続人の死亡の当時に被相続人から生活の援助を受けていた者

がいる場合，その者が相続人であれば家庭裁判所が事情によりその取得額を増加させ，

その者が相続人でない場合には，相続人に相当と認める財産の給付をさせることができ

るとすることが検討された。 
  エ その他の検討 

昭和５５年の改正に際しては，④相続人以外にも寄与分を認めるかどうか，⑤

配偶者に代襲相続権を認めるかどうかが議論された。 
それぞれ，検討された内容等は以下のとおりである。 

   (ｱ) 相続人以外への寄与分 
    ○ 相続人以外の者で，被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者が，

その配偶者である相続人に対し財産分与を請求することができるものとする案

や，特別の寄与をした者が，遺産分割に際して相続人に対し相続財産の一部の

取得を請求することができるものとする案等が検討された。 
    （注１）寄与者としては，被相続人と生計を同じくしていた３親等内の親族（相続人を除

く）とする案や，民法８８７条，８８９条に規定されているが先順位の相続人がいるた

めに相続しない者に限る案等が検討されていた。 
（注２）相続人以外の寄与分については，①相続人の寄与分と性質を異にするものか，②救

済に値する寄与とはどの程度のものか，③寄与者の権利行使の方法，④遺産分割に参加
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させる場合の参加確保の方法，⑤一定期間遺産分割を禁止することの当否，⑥ 相続債務

の引き受け等をどう考えるか，⑦寄与者の権利行使期間をどのように設定するか等が問

題とされた。   
(ｲ) 配偶者の代襲相続権 
 ○ 配偶者の代襲相続権を認めるべきかどうかが検討された。 
 ○ 子の有無により区別すべきか，再婚した配偶者は除外すべきか等が議論され

た。 
  （注１）当時の世論調査の結果では，妻の代襲相続を認めるべきとする意見が現行法のまま

でよいとする意見を大きく上回り，５１．２％となっていた。 
（注２）代襲相続を認めることについては，妻が夫の家庭に拘束されるおそれ，夫に代襲相

続を認めることの当否，実際の必要性の有無等が問題とされた。 
（２）平成８年の「民法の一部を改正する法律案要綱」 

        平成３年から婚姻制度に関する見直しのための審議が行われ，夫婦財産制に関し

て以下のような検討が行われた。 
    ○ 昭和５５年の相続法改正の際の議論を振り返り，夫婦財産制について別産制

を維持することの当否が一応検討されたが，当初より，別産制を維持し，不都

合が生じる場面を個別に手当てする方向で議論がされていた。 
    ○ 夫婦の居住用不動産を名義人である夫が一方的に処分することが可能となっ

ていることに対処し妻の居住の利益を保護する観点から，①夫婦の居住用不動

産の処分には他方の同意が必要であるものとし，同意なくされた処分について

は，他方の配偶者の取消権を認めることはどうか，②処分権限は制限しないと

しても，他方の配偶者の同意なく譲渡した場合には法定の賃借権を認めるかど

うかが検討された。 
     （注１）処分制限に関しては，現行の夫婦財産制との整合性，公示の問題，善意の第三者

保護の必要性，対象財産を居住用不動産に限定すべきか等が問題とされた。 
      （注２）法定の賃借権の設定に関しても，現行の夫婦財産性との整合性，賃借権の対抗要

件の問題，善意の第三者保護の必要性，賃借権の存続期間や終了原因をどのように考

えるか，発生原因となる処分には担保権設定を含むものとするか等が問題とされた。 
      （注３）これらの検討は，婚姻中の配偶者の保護という観点から検討されていたものであ

り，相続法制そのものを対象とするものではなかったが，相続法制との整合性は問題

となるとの指摘がされた。 
４ 関連する外国法制 

（１）夫婦財産制に関する規律 
フランス，ドイツ，イギリス，アメリカにおける法定夫婦財産制（夫婦が特別の契

約をしなかった場合にとられる財産制）は以下のとおである。 
○ フランス（後得財産共有制） 
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婚姻中に夫婦が取得した財産（後得財産）は夫婦の共有財産となり，これに対

する夫婦の持分は２分の１ずつとなる。生存配偶者は，被相続人の死亡時に，後得

財産の２分の１を夫婦財産の清算として取得する（相続はその後に行われる）。 
  ○ ドイツ（剰余共通制） 

 婚姻中に取得された財産はそれを取得した者の所有となり，夫婦は各自の固有財

産を自ら管理する。ただし，夫婦の一方の死亡により婚姻が終了する場合には，生

存配偶者の法定相続分を相続財産の４分の１だけ増加させることによって，夫婦財

産の清算を行う。  
  ○ イギリス（別産制） 
    夫婦別産制が基本とされている。 
  ○ アメリカ  

 多くの州が夫婦別産制を採用し，一部の州（テキサス，カリフォルニア等９州）

が夫婦共有制を採用している。 
 
（２）配偶者の法定相続分に関する規律 
 フランス ※１ 

 
ドイツ ※２ 
 

イギリス  アメリカ ※４ 

子がいる場合 ○子の全員が夫婦
から生まれた子で
ある場合は， 
①現存財産全体の
用益権 又は 
②相続財産の４分
の１の所有権 
 
○夫婦から生まれ
ていない子がいる
場合は，相続財産
の４分の１の所有
権を取得 
 

○４分の１  
ただし，剰余共通
制により相続分が
４分の１加算さ
れ，最終的には２
分の１となる 
 
 

①被相続人の全て
の動産に対する所
有権 
②一定額の金銭
（２５万ポンド※
３） 
③残余財産の２分
の１に対する終身
用益権 

○子全員が生存配
偶者の子である
が，生存配偶者に
被相続人の子でな
い子がいるとき 
①２２万５千ドル
を優先取得し 
②相続財産の２分
の１を取得する 
○ 生存配偶者の
子でない子がいる
とき 
①１５万ドルを優
先取得し 
②相続財産の２分
の１を取得する 

子がおらず，親が
いる場合 

○父母双方と共同
相続する場合は，
相続財産の２分の
１の所有権を取得 
 
○父母の一方と共
同相続する場合
は，相続財産の４
分の３の所有権を
取得 

○２分の１ 
ただし，剰余共通
制により相続分が
４分の１加算さ
れ，最終的には４
分の３になる 
 

①被相続人の全て
の動産に対する所
有権 
②一定額の金銭
（４５万ポンド※
３） 
③残余財産の２分
の１に対する所有
権 

①３０万ドルを優
先取得し 
②相続財産の４分
の３を取得する 

子・親がおらず兄
弟姉妹がいる場合 

原則として全ての
遺産を相続する 

全ての遺産を相続
する 

①被相続人の全て
の動産に対する所
有権，②一定額の

全ての遺産を相続
する 
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金銭（４５万ポン
ド※３）及び③残
余財産の２分の１
に対する所有権 

※１ 後得財産共有制の清算により，配偶者の死亡時に，婚姻後に取得した財産の２分の１を生存配偶

者が取得し，残りが相続財産となる。 
  また，フランスでは，先に死亡した夫婦（の一方）の相続財産は，相続権のある配偶者に対して定

期金の支払義務を負うとされており（民法７６７条），生存配偶者は，相続分とは別に，必要な場合

に相続財産から扶養定期金を支払うよう求めることができる。 
※２ ドイツでは，相続分の他に，特定種類の財産の先取りが認められている。具体的には，生存配偶

者は，直系尊属とともに法定相続人であるときは，先取分として婚姻生活用具（自家用車，婚姻住居

の賃借権等）及び婚姻贈与（結婚の際に受けた贈り物）を取得し，直系卑属とともに法定相続人であ

るときは，相応な家政を営むのに必要な限りこれらの物を取得するとされている（民法１９３２条１

項）。 
※３ ２００９年２月１日現在のもの 
※４ アメリカの相続法は各州により異なるが，表は「統一検認法典（Uniform Probate Code）」（２

０１０年９月３０日現在，１７州で発効）により分類したものである。 

 
５ 具体的方策 

（注）本ワーキングチームにおける議論のたたき台として提示するものである。 

（１）法定相続分等の見直しについて 

  法定相続分の見直しについては，①配偶者の法定相続分を一律に引き上げること

のほか，②配偶者と同順位で相続人の地位を取得する者を限定すること等が考えら

れ，それぞれその要否及び具体的な規律が問題となる。 

（補足説明） 

１ 法定相続分の引上げについて 

   一般に，配偶者の相続権には婚姻中の財産の清算としての要素と扶養の要素が含ま

れているといわれていることからすれば，法定相続分の引上げの要否を検討するに当

たっては，これらの要素に照らし，現時点でも現行法の規律に十分な合理性があると

いえるかどうかが問題となる。また，当然のことながら，配偶者の相続分を引き上げ

れば，その分他の共同相続人の相続分が減少することになるため，相続人間の公平と

いう観点から慎重な検討が必要である。 

２ 配偶者と同順位で相続人としての地位を取得する者の限定について 

  現行法は，子，直系尊属及び兄弟姉妹が，その順序に従った順位で相続人となる

旨を定めており，これらの者が配偶者と同順位の相続人となる。このような規律に

対しては，特に兄弟姉妹が配偶者と同順位の相続人となることについて，①夫婦が

婚姻中に協力して形成した財産について，一般に，被相続人の婚姻後には生活上の
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関わりが少なくなる兄弟姉妹に配偶者と同順位で相続させるのは不当である，②兄

弟姉妹はそれぞれ独立して生活能力を有している場合が多いのに対し，生存配偶者

は生活能力に乏しい場合が多いこと等を理由として，生存配偶者がない場合に限り

兄弟姉妹の相続権を認めることとすべきとの意見がある。この点は，昭和５５年改

正に向けた検討においても，上記のような理由を根拠として，配偶者に兄弟姉妹に

優先して遺産の全部を取得させることとするかどうかが検討され，外国法制がある

ことなどを理由に支持する意見もあったが，被相続人に代わって家業を助けてきた

兄弟姉妹や，農村地帯に居住し被相続人との生活の関わりが深い兄弟姉妹なども想

定されるなどとして慎重な意見もあり，採用されなかった。 

この点について，改めてどのように考えるか。 

（注） 法定相続分の引上げについては，一律に引き上げるのではなく，婚姻年数や子の数等を考

慮し事案の内容に応じて引き上げることも考えられるが，その検討のためには，昭和５５年改

正に向けた検討において指摘されていた問題点を解決する必要がある。 

 

（２）生存配偶者の貢献等を考慮するための方策について 

   生存配偶者の具体的な貢献に応じた財産の取得を実現するための方策として，例

えば以下のような考え方があるが，どのように考えるか。 

  ① 被相続人がその婚姻中に生存配偶者との協力によって得た財産については，生存

配偶者は，他の相続人に対し，〔遺産分割の手続に先行して，〕〔遺産分割の手続の

中で〕，その貢献に応じて，その財産の清算を行うよう請求することができるもの

とする。 

  ② ①によって生存配偶者が取得すべき財産〔の額〕について，他の相続人との間で

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，生存配偶者又は他の

相続人は，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ものとす

る。 

  ③ ②の場合には，家庭裁判所は，被相続人が生存配偶者の協力によってその婚姻中

に得た財産の額その他一切の事情を考慮して，生存配偶者が取得する財産〔の額〕

を定めるものとする。 

  ④ 生存配偶者については，現行の寄与分に関する規定（民法第９０４条の２）の適

用はないものとする。 

（補足説明） 

１ 基本的な考え方 

  上記の考え方は，上記１（問題の所在）で指摘されている問題点を踏まえ，離婚

における財産分与と同様に，死亡による婚姻関係の終了の場合にも，遺産の形成・

維持に対する生存配偶者の具体的な貢献の程度に応じた財産取得を可能とする制度

を新設するものである。 
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これを実現するための方法としては，(ｱ)配偶者死亡の場合にも，婚姻の効果とし

て（＝相続の枠外で），実質的共有財産の清算を認めることや，(ｲ)配偶者固有の寄

与分の制度を新設し，配偶者については，全ての事案において，実質的な貢献の程度

に応じて寄与分を定めること（＝潜在的持分の割合を確定すること）等が考えられ

る。 

(ｱ) の方法によれば，配偶者死亡に伴う実質的共有財産の清算の制度と相続制度と

は法的には別個の制度ということになり，それぞれを別個に解決することも可能にな

ると考えられる。また，相続財産は，実質的共有財産の清算が終了した後の財産とい

うことになるものと考えられる。もっとも，死亡による婚姻関係の終了の場合には，

実質的な共有持分の取戻しについても，他の相続人を相手にしなければならず，ま

た，清算が終了しない限り，相続財産の範囲が定まらないため，通常は，一回的な解

決が図られることになると考えられる。 

これに対し，(ｲ)の方法によれば，実質的共有財産の清算は，あくまでも相続の枠

内で行われ，基本的には，配偶者の貢献は，具体的相続分を定める際に考慮されるこ

とになる。 

 ２ 法定相続分との関係について 

上記のような考え方をとった場合には，現行の配偶者の法定相続分が，夫婦の協

力・扶助義務の範囲内の貢献を考慮して２分の１とされていることとの関係をどのよ

うに整理するかが問題となる。すなわち，上記の考え方によれば，現行法上配偶者の

相続の根拠の１つとされている相続財産の形成・維持に対する貢献については，その

中で既に評価がされていることになるため，法定相続分の根拠としては扶養的な意義

のみが残ることになり，これに伴って法定相続分の割合を調整する必要があると考え

られる。 

３ 寄与分等との関係について 

    上記のような見直しをする場合には，その規律の中で，個別具体的な事案ごとに配

偶者の実質的な貢献が考慮されることになるから，生存配偶者については，現行法の

寄与分に関する規定の適用（民法第９０４条の２）を認める必要はなくなると考えら

れる。 

  また，上記のように，配偶者死亡の場合にも夫婦の実質的な共有財産についての

清算を認めることによって，その財産権的な性格が強くなると，生存配偶者の潜在

的持分に相当する部分については，被相続人の財産処分権をより制限することが考

えられるが，この点については遺留分制度の見直しにおいて取り上げることとす

る。 

４ 上記のような見直しをした場合の問題点 

  上記のような見直しをした場合には，生存配偶者の具体的な取り分が個別具体的

な事案ごとに異なることになるため，これを巡る紛争が多発し，かえって生存配偶
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者の地位が不安定になるおそれがある。このような問題点を軽減する観点から，

「被相続人が婚姻中に取得した財産についての生存配偶者の寄与の割合は，２分の

１であるものと推定する。」といった推定規定を設けること等が考えられる。 

また，現行法が相続の場面で財産分与と同様の清算制度を取り入れなかったのは，

相続債権者等の利益にも配慮して権利関係を画一的に処理しようとしたものであると

いわれているが，上記のような見直しをする場合には，相続債権者の利益や取引の安

全等にも配慮する必要がある。 

（注）仮に，上記のような考え方を法制化しようとする場合には，さらに以下のような事項につい

ても検討する必要があると考えられる。 

ア 死亡配偶者と生存配偶者の生前の契約による清算を認めるか。その場合，遺贈及び遺留

分との関係をどのように整理するか。 

イ 清算の対象となる財産をどのように定めるか（債務はどのように扱うか）。 

ウ 清算の基準をどのように定めるか。現行法には，財産分与の明確な基準がないが，死亡

時における財産分与の仕組みを導入する際には，紛争をできる限り回避するためにも基準

の策定が必要であると考えられ，具体的にどのような基準を設けるかが問題となる。 

エ 他の共同相続人の寄与分との関係をどのように整理するか。 

 ５ 遺産の先取り制度による調整について 

    上記のような方策によって生存配偶者の貢献に応じた取得額の調整を図った場合

でも，遺産の価額が低い場合には，生存配偶者の取得できる価額も低くなり，生活

保障のために不十分である場合があると考えられる。また，夫婦の実質的な共有財

産については，その財産の形成又は維持について生存配偶者が最も貢献している場

合が多いと考えられる。 

    これらの点を踏まえ，生存配偶者については， 

ア 一定の財産（一定額の金銭又は金銭債権，居住権，生活用具等）については，そ

の評価額が具体的相続分を超える場合であっても，優先的にその取得を認めるとす

ることや， 

イ 生存配偶者の具体的相続分の範囲内で，一定の財産（居住権や生活用具等）につ

いて優先的な選択権を認めること 

等が考えられる。 

   （注） これらの規律については，上記（２）①～④の見直しをした場合に，夫婦共有財産の清算

の過程で優先的な財産の取得ないし選択権の行使を認めることが考えられるほか，上記見

直しをしない場合にも採用することが可能である。 

 

（３）その他の相続人の貢献等を考慮するための方策について 

   遺産分割において，生存配偶者以外の相続人間の実質的な公平を図るための方策と

して，例えば以下のような考え方があるが，どのように考えるか。 
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  ○ 民法第９０４条の２第１項（現行の寄与分の規定）の場合のほか，共同相続人の

間で，被相続人の療養看護等についての寄与の程度に著しい差異があり，法定相続

分に従って遺産分割をすることが共同相続人間の公平を害することとなる場合に

も，共同相続人間の協議又は家庭裁判所の審判により，各相続人の相続分を調整す

ることができるものとする。   

 （基本的な考え方） 

寄与分の要件である「特別の寄与」は，一般に，被相続人とその相続人との身分関

係に基づいて通常期待される程度を超える貢献があったことを意味するものであると

されている。民法第９０４条の２第１項では，これ以外の要件は規定されておらず，

少なくとも文言上は他の相続人との相対的な比較を行うことは予定されていないよう

に読めるため，寄与分の判断をする際に，相続人間の寄与の程度の違いを考慮するこ

とができるかどうか必ずしも明瞭でない。また，現行制度に対しては，「被相続人の

財産の維持又は増加」について寄与があったどうかを問題とし，相続人の寄与を財産

的に評価することを前提としているものと考えられるが，被相続人に対する療養看護

についてまでこのような評価の仕方をすることについては疑問があるとの指摘もされ

ている。さらに，現行法の規律によれば，例えば，被相続人の３人の子が相続人とな

る場合に，そのうちの２人が交代で被相続人の介護等を行ってきたが，残りの１人は

特段の事情もないのに被相続人の面倒を全く見なかったというような場合でも，上記

２人の子の介護等が「特別の寄与」に当たると認められない限り，寄与分による調整

を行うことはできないことになる。 

上記の考え方は，これらの点を踏まえ，民法第９０４条の２第１項の場合に加え，

特定の相続人の寄与が「特別の寄与」とまではいえない場合でも，共同相続人間で，

被相続人に対する療養看護等の寄与の程度に著しい差異が認められるときには，相続

分の調整を可能とすることを意図したものである。 

上記の考え方については，療養看護等についての寄与についてのみこのような制度

を設けることの適否のほか，その寄与の程度について財産的に評価することを前提と

していないため，どのような基準で調整をすべきか不明確となり，かえって相続人間

の紛争が複雑・困難化するおそれがあるのではないかといった点が問題となる。 

（注）寄与分の性格については，寄与分を財産権に近いものとして考える立場（いわゆる財産権説）

と共同相続人間の実質的衡平を図るための調整的要素とみる考え方（いわゆる調整説）とに分れて

いるが，上記の考え方は調整説的な考え方を明示的に取り入れるものといえる。このような考え方

をとる場合には，現行の寄与分制度との関係を整理する必要がある。 

 

（４）相続人以外の者の貢献等を考慮するための方策について   

一方の配偶者が，他方の配偶者の親（義理の親）の介護や事業の手伝等に従事し 

貢献していたことを，遺産分割の中で考慮するための方策について，以下のような考
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え方があるが，どのように考えるか。 

  ① 相続人である配偶者が生存している場合 

相続人である配偶者の寄与分の算定において，その配偶者（≠相続人）の貢献

を考慮することができるものとする。 

  ② 推定相続人であった配偶者が死亡している場合 

生存配偶者（≠相続人）に寄与分を認め，遺産分割の中でその旨の主張をする

ことができるものとする。 

 （補足説明） 

  １ 相続人である配偶者が生存している場合について 

    例えば，相続人の妻が，被相続人（夫の父）が経営する農業や自営業につい

て，相続人である夫と共に経営に従事していた場合や，夫は別の職業に従事して

おり，妻のみが被相続人の事業を手伝っていたような場合に，現行法の下では，

相続人でない妻が被相続人への寄与を主張したり，遺産分割に際して何らかの財

産を請求したりすることはできない。この点については，妻に酷であり，せめて

相続人である夫の寄与分の中で妻の寄与を考慮することができるようにすべきと

の意見があり，裁判例においても，肯定例が存在する（東京高決平成１２年３月

８日・家月５２巻８号３５頁，神戸家裁豊岡支部審平成４年１２月２８日・家月

４６巻７号５７頁，東京高決平成２２年９月１３日・家月６３巻６号８２頁）。 

また，夫婦には，協力・扶助義務があり，実際にも相互に補完し合う関係にあ

ること等に照らすと，共同相続人の配偶者が被相続人の療養看護等について特別の

寄与をする場合には，当該配偶者の負担がその家庭の負担となり，結果的に相続人

である配偶者にも様々な面で負担が生ずることになる場合が多いと考えられる。 
上記①の考え方は，これらの点を踏まえ，相続人の配偶者の寄与を当該相続人

の寄与とみなすことにするものである。 

他方，このような考え方に対しては，なぜ寄与した妻ではなく夫がその寄与分

を取得できるのか，妻以外の寄与者（例えば，被相続人の兄弟姉妹も事業を手伝っ

ていた場合等）の寄与も同様に認めなければ不公平ではないかなどとして，反対す

る見解もある。 

 ２ 相続人である配偶者が死亡している場合について 

    相続人となるべき者であった配偶者が既に死亡している場合は，生存配偶者の

貢献を相続人の寄与分の算定の際に考慮することはできない。そこで，生存配偶

者に直接寄与分を認め，遺産分割の中で主張させることが考えられるが，このよ

うな相続人以外の者に寄与分を認めることについては，どのように遺産分割に参

加させるか，あるいは，生存配偶者が寄与分の主張をするかどうかを判断するた

めに必要な検討期間を設ける必要があり，その間は遺産分割協議をすることがで

きなくなって，手続が遅延することにならないかなど，昭和５５年の改正に向け
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た検討の際に指摘された問題を解決する必要がある。 

（注）この問題については，生存配偶者に代襲相続権を認めることで対応することも考えられる。

この点については，昭和５５年の改正に向けた検討においても検討されたが，生存配偶者と義

理の親との関係如何を問わず，生存配偶者が常に相続権を取得することになるなどの問題が指

摘され，採用されなかった。 

 

（５）考えられるその他の方策について   

○ 遺言の制度の見直しの要否について 

    遺言の活用によって配偶者の貢献に応じた財産取得の実現を図ることができる

場合もあることから，遺言のための手続を簡略化するなど，遺言の活用を促す措

置をとることも考えられる。 

  ○ その他 

    配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するために，他にどのような方策が考

えられるか。 
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