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遺産分割協議・相続放棄と
詐害行為取消権・再考

宮　下　修　一

一．はじめに――問題の所在

民法は、債権者を害することを知って債務者がした法律行為（＝詐害行
為）を取り消すことができる旨を定める（424条 1項）。もっとも、ここ
でいう詐害行為たる法律行為には、「財産権を目的としない法律行為」は
含まれない（424条 2項）。その典型例としてあげられるのが、婚姻、縁組、
相続の承認・放棄等 1）のいわゆる「身分行為」である。
もっとも、裁判例に目を向けると、「身分行為」に属する法律行為が詐

害行為にあたるか否かが争われたものが散見される。具体的には、遺産分
割協議、相続放棄、財産分与については、最高裁判所まで争われて判例が
形成されている。
後にそれぞれの検討箇所で言及するように、個別のテーマ、なかんずく

それに関する最高裁判例の意義については、数多くの研究が公表されてい
る。もっとも、個別のテーマどうしの相互関係を検討するものやそれらの
テーマの全体を俯瞰して「身分行為」の詐害行為該当性を総合的に論じる
ものはあまり多くはない。
しかしながら、それぞれのテーマ間の根底にある「共通性」を考慮する

と、その相互関係を検討することは必要不可欠であるといえる。例えば、
後述するように、最高裁判例では、相続放棄については詐害行為取消権の
対象とならないとされているが（三 2参照）、いわゆる「事実上の相続放棄」
の手段としても用いられる遺産分割協議についてはその対象となるとされ
ている（二 2参照）。また、財産分与については、原則としては詐害行為

1） 我妻榮『新訂　債権総論（民法講義Ⅳ）』（岩波書店、1964年）177頁。
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取消権の対象とはならないものの例外的にその対象となる場合があるとさ
れているが、この財産分与と先に述べた遺産分割協議は、いずれも後から
相続で得た財産的権利に関する債権者の介入の問題であって、一貫した解
釈をとるべきであるという指摘も存在する 2）。
そこで本稿では、最高裁判例で詐害行為取消権の対象となるか否かが争

われた「身分行為」のうち、遺産分割協議および相続放棄につき、それぞ
れ裁判例の分析をふまえて検討したうえで、これらの個別のテーマを横断
的に考察し、そこに通底する性質をあぶり出すことを目的とする（なお、
紙幅の関係もあるので、財産分与については稿を改めて検討する）。以下、
二および三でこれらの個別のテーマを順に検討し、四でさしあたりの結論
を示すことにしたい。

二．遺産分割協議と詐害行為取消権

1　緒論

まず、遺産分割協議と詐害行為取消権の関係について検討することにし
よう。この点につき、最高裁は、遺産分割協議については詐害行為取消権
の対象となりうることを明言する 3）。それでは、どのような場合に詐害行
為取消権を行使することができるのであろうか。
以下では、最高裁判例の内容と下級審裁判例の動向をまずは概観したう

えで、上記の点について考えてみることにしたい。

2） 前田陽一「相続法と取引法――相続人債権者の債権保全を中心に」伊藤進ほか
編『現代取引法の基礎的課題（椿寿夫教授古稀記念）』（有斐閣、1999年）681～
682頁。

3） もっとも学説では、そもそも遺産分割協議が詐害性を帯びている場合に、その
処理は詐害行為取消権を定めた 424条によって行うのか、そうではなく共有物の
分割への参加を定めた 260条によって行うのかが争われている。この点について
は、本稿の目的と離れるので割愛する。具体的な議論状況については、星野英一
「遺産分割の協議と調停」同『民法論集　第 3巻』（有斐閣、1972年）512頁、泉
久雄「遺産債務分割契約」同『家族法論集』（有斐閣、1989年）207～ 211頁、
竹屋芳昭「判例研究」民商法雑誌 73巻 1号（1975年）98～ 99頁、佐久間邦夫「調
査官解説」法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇　平成 11年度（上）（1～ 6月分）』
（法曹会、2002年）478～ 479頁、等を参照。
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2　最高裁判例

（1）事案の概要と判旨
最高裁は、相続人の債権者が相続人間の遺産分割協議が詐害行為にあた

るとしてその取消しを求めた事案において、遺産分割協議が「財産権を目
的とした法律行為」であり、詐害行為取消権の対象となりうるとして、そ
の行使を認めた原審判決を是認した（以下、この最高裁判例を「平成 11
年最高裁判決」という。）。具体的な事案の概要と判旨は、以下の通りである。

2-1最判平成 11年 6月 11日民集 53巻 5号 898頁（原告：相続人の債権者）
［事案］

Aは、借地権を有する土地上に甲建物を所有し、妻 Bらと居住してい
たが、昭和 54年 2月に死亡した。そこで、Bならびに子である Y1・Y2が
甲建物をはじめとする財産を相続したが、甲建物の所有名義人は Aのま
まであった。Bは本件建物に居住しているが、Y1と Y2は、それぞれ婚姻
し他所で居住している。
ところで、X信用金庫は、平成 5年 10月に、Cおよび Dを連帯債務者
として、同人との間で 300万円の金銭消費貸借契約を締結したが、その際、
Bが当該契約に基づく債務を連帯保証した。その後、Cおよび Dが支払
いを遅滞して期限の利益を喪失したため、Yは、Bに対し、連帯保証債務
の履行および本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記をする
ように求めた。
このような状況のもとで、平成 8年 1月、Bおよび Y1・Y2は、Aの所
有名義となっている甲建物について、Bはその持分を取得しないものとし、
Y1・Y2が持分 2分の 1ずつの割合で所有権を移転する旨の遺産分割協議
を成立させ、同日、その旨の所有権移転登記を経由した。しかも、Bは、
Xの従業員に対し、自らの給与および年金により、連帯保証債務を分割し
て長期間にわたって履行する旨を述べていたにもかかわらず、平成 8年 3
月に、自己破産の申立てをした（なお、Bには、当該連帯保証債務以外に、
Xなどに対して、合計約 554万円の債務がある）。
そこで、Xは、Y1・Y2に対して、本件遺産分割協議を詐害行為である

として取り消し、それを原因として本件建物の持分の 3分の 1（のち、請
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求の減縮により、各持分 6分の 1に変更）について Bに所有権移転登記
手続きをするよう求めて、訴えを提起した。
第一審判決は、まず、遺産分割協議は、すでに取得した相続人間の共有

財産を分割する行為であり、その実質は財産の分配であって、遺産分割協
議も詐害行為の対象となりうるという一般論を展開した。そのうえで、本
件の事実を総合すると、本件遺産分割協議は Bが相続した財産を積極的
に減少させる財産上の行為と評価すべきであり、Y1・Y2は本件遺産分割
協議により債権者である Xを害することを知っていたのであるから、X
は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとして、X勝
訴の判決を下した。

Y1・Y2は控訴したが、原審判決は、まず、遺産分割協議は、相続放棄
とは異なって、実質的には相続人間の贈与と同視しうるものであり、詐害
行為取消権の対象となりうるという一般論を展開した。そのうえで、遺言、
寄与分および特別受益等の具体的な事情によっては詐害行為になるとは認
められない場合もありうるが、本件においてはそれらの事情が主張・立証
されていないとして、控訴を棄却した。
そこで、Y1・Y2は、遺産は当然に各相続人の法定相続分を各相続人が

取得しうるものではないことが明白であり、このような未確定な権利、し
かも身分関係に付随する権利は詐害行為取消権の対象とはならず、また、
遺産分割協議は、相続放棄と同様、詐害行為取消権の対象とはならないな
どとして上告した。

［判旨］上告棄却
「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対
象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相
続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部
又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させる
ことによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財
産権を目的とする法律行為であるということができるからである。そうす
ると、前記の事実関係の下で、Xは本件遺産分割協議を詐害行為として取
り消すことができるとした原審の判断は、正当として是認することができ
る」。（下線は筆者が付記）
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（2）平成 11年最高裁判決の考え方
平成 11年最高裁判決では、遺産分割協議は、相続の開始によって共同

相続人の共有となった相続財産の帰属を確定するものであって、その性質
上、「財産権を目的とする法律行為」であり、詐害行為取消権行使の対象
と「なり得る」とした。
ここでまず注意すべきは、遺産分割協議は、身分法上の行為であるとし
ても、相続財産の帰属を確定する「財産権を目的とする法律行為」にあた
るとしていることである。相続財産には権利のみならず、義務も含まれる
が、被相続人の「債務」に目を向けると、現在の通説・判例によれば、相
続債務は当然に分割して相続されることになる（分割債務説）4）。したがっ
て、相続債務は、原則として遺産分割協議の対象から除外され、債権者の
承諾なしになされた協議をしたとしても、その結果、債権者に対抗するこ
とができない。その一方で、権利に関しては、遺産分割協議が当然に許さ
れる。その中では、一部の相続人に相続財産をすべて相続させ、他の相続
人は自らの取り分をゼロにするという「事実上の相続放棄」としての遺産
分割協議が行われることも少なくない。この種の協議は、共有持分権の放
棄または贈与と同一の性格を有することから、学説においては、かねてか
ら詐害行為取消権行使の対象とすべきであるという主張がなされてきた 5）。
それとは別にもう一つ注目しておくべきは、この平成 11年最高裁判決
では、遺産分割協議は詐害行為取消権行使の対象と「なり得る」としたう
えで、本件の「事実関係の下では」取消しが可能であるとして、具体的な
事案の内容によっては、遺産分割協議であってもそのような取消しの対象
とはならない可能性があるという含みをもたせる表現となっている点であ
る。本判例を注意深く読めば、遺産分割協議は、財産権を目的とする法律
行為である「ということができる」として、両者が完全なイコールで結ば
れると断じているわけではないことに気がつくであろう。そうであるとす
れば、遺産分割協議はどのような場合であっても詐害行為取消権の対象と
なると断じることは、早計であるといえるであろう 6）。

4） 窪田充見『家族法（第 2版）』（有斐閣、2013年）437～ 438頁。
5） 甲斐道太郎「法定相続分に従わない遺産分割の効力」中川還暦『家族法大系Ⅵ
相続（1）』（有斐閣、1960年）266頁。

6） 平成 11年最高裁判決の調査官解説も、特別受益や寄与分を有する共同相続人
の存在や遺産分割の自由の原則を考慮すると、法定相続分を下回る財産を取得す
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3　下級審裁判例の動向

（1）下級審裁判例の紹介
筆者が管見する限り、いずれも上記の平成 11年最高裁判決が出される

前のものであるが、遺産分割協議の詐害行為該当性が争われた下級審裁判
例は、上記判例の第一審判決と原審判決を除いて 2件存在する。以下、簡
単にその事案と判旨を紹介することにしたい。

2-2奈良地判昭和 27年 11月 8日下民 3巻 11号 1582頁（原告：被相続人
の債権者〔相続債権者〕）

Aは、X銀行に対して、昭和 24年 6月 30日を満期とする約束手形金債
務を負っていたが、昭和 25年 1月に死亡した。そこで、妻 Y1および子
Y2～ Y8（うち、Y2以外の子はいずれも未成年者）が A名義の土地建物を
相続したが、昭和 27年 5月に、Y1および Y2～ Y8は（うち、Y2以外の
子については、いずれも Y1が法定代理人として）、昭和 25年 1月 26日付
で相続財産分割協議書と題する書面を作成し、土地建物について Y2の単
独所有とする旨の登記をした。なお、Aの生前や死後に複数回にわたって、
Xは Y1に対して督促を行っている。
判決は、次のような理由から Xの詐害行為取消請求を認容した。本件
における相続財産分割の合意は、Y2に対して他の相続人がそれぞれの持
分を贈与する趣旨のものであり、単純に持分を放棄したものとはいえない。
また、上記の事実から、Y1は Xを害することを知りながら贈与の意思表
示をし、かつ、Y2もそれを知らなかったとはいえない。

2-3神戸地判昭和 53年 2月 10日判時 900号 95頁（原告：相続人の債権者）
Aは、昭和 46年 4月に死亡したが、その相続人として、妻 Y1と養子の

Y2、Y3（Y2、Y3は夫婦）がいた。Y2は、Xに対して、自らの兄が社長を務

る結果となる遺産分割協議がされたからといって、債権者はただちにこれを詐害
行為として取り消すことはできないとする（佐久間・前掲注（3）482頁）。なお、
平成 11年最高裁判決は、遺産分割協議が詐害行為になる可能性を一般的に肯定
したにとどまると指摘するものとして、工藤祐厳「債権者代位権・詐害行為取消権」
川井健＝田尾桃二編『転換期の取引法――取引法判例 10年の軌跡』（商事法務、
2004年）286頁。
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める Y4社 へ金員の貸付けを行うよう要請し、それを担保するために抵当
権設定契約に関する公正証書を作成した（なお、この公正証書には Y3も名
を連ねているが、Y2の無権代理によるものであると判断されている）。昭和
48年 4月に Y4 は倒産したが、その直後である 5月に Aの登記名義になっ
ていた土地建物につき、Y1への単独登記がなされた。ちなみに、Xの職員
が照会したところ、Y1は「Y2の指図に従って登記をした」と述べ、Y2は「親
戚がY1名義にした方がよいというので反対できなかった」旨、回答している。
判決は、次のような理由から Xの詐害行為取消請求を認容した（なお、

Y2には、取消後に所有権移転される自らの持分について、抵当権設定登
記を命じている）。Aの死亡により、Y1、Y2、Y3が 3分の 1ずつ相続した
ことを前提として、土地建物の名義を Y1単独名義とすることは、Y2の持
分を無償譲渡したものといえる。さらに、倒産時期と登記時期との関係、
X職員と Y1、Y2との問答、Y1らの身分関係をふまえると、Y1は、Y4の
倒産、Y2の地位、債務負担を知り、Xを害することを知って持分の譲渡
を受けたと推認できる。

（2）下級審裁判例の全体的検討
上記の 2つの下級審裁判例は、いずれも遺産分割協議が「財産権を目的
としない法律行為」といえるかについては明言していないものの、裁判例
2-2は、被告である相続人 Y1らの主張を排斥するという形で、遺産分割
協議が「財産権を目的としない法律行為」ではないことを事実上前提とし
ているといえる。学説においては、遺産分割を行う段階での相続財産は、
単純承認をした後であるから、確定的財産権として共同相続人間で共有状
態となるとして、遺産分割が相続承認後の相続財産の帰属の確定的決定を
する法律行為であると指摘するものも存在する 7）。
それとは別に重要なのは、いずれも判決も、債務者の「詐害の意思」ま

たは単独相続者（＝受益者）の「悪意」を具体的に認定したうえで、詐害
行為取消権の行使の可否を判断している点である。すなわち、債務者の債
務負担状況を知っており、返済等の意思を示したにもかかわらず、遺産分
割協議を行って単独登記をなしたという「詐害の意思」またはそれと同レ

7） 千葉洋三「判例批評」判例評論 494号（2000年）30頁（法律時報 1700号 208頁）。
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ベルともいえる「悪意」の存在が、詐害行為取消権の行使を認めるという
結論を導き出すための決定的な役割を演じていることに留意すべきであ
る。
なお、平成 11年最高裁判決以後に、遺産分割協議に関して詐害行為取
消権の行使を求めて訴えを提起したところ、途中で相続分がゼロとされた
共同相続人である債務者が破産したため、破産法上の否認訴訟（同法旧
72条 1号〔現 160条 1号〕）に交換的に変更された事案において、他の共
同相続人が遺産分割当時に債権者を害することについて善意ではなかった
として否認権の行使が認められた事案がある 8）。

4　遺産分割協議の「財産権を目的としない法律行為」該当性

すでに 2で述べたように、平成 11年最高裁判決は、遺産分割協議が
424条 2項にいう「財産権を目的としない法律行為」に該当しないと判示
したが（ただし、これもすでに 2（2）で述べたように、あくまで詐害行為
取消権の対象と「なりうる」としている点には留意する必要がある）、こ
の点についても学説では争いがある。
まず、この点について否定的な態度をとる学説は、被相続人の債権者で
ある相続債権者または受遺者には財産分離制度（941条以下）が用意され
ていることを理由とする 9）。もっとも、これに対しては、当該制度は、相続
人の債権者と相続人との間の争いでは無意味であるという批判がある 10）。

8） 広島高判平成 15年 4月 18日裁判所WEBサイト掲載・D1-Law.com判例体系（第
一法規）判例 ID28082074。具体的には、土地の売買契約の売主が債務不履行を
理由として損害賠償責任を負担する旨の和解契約を買主と締結した後に、当該売
主たる債務者が、その父の遺産を他の共同相続人 3名とともに相続したにもかか
わらず、そのことを知りながら債務者が居住していた自宅部分の不動産を含めて
すべて債務者以外の共同相続人が相続する（債務者が事実上相続放棄する）形で
遺産分割したという事案である。なお、破産者の兄が法定相続分を超える財産を
相続する旨の遺産分割協議が、当初から破産法上の無償行為（同法 160条 3項）
にあたるとして否認権を行使することが可能か否かが争われた事案において、平
成 11年最高裁判決を引用し、破産法上の詐害行為否認（同条 1項）の対象とな
りうることを指摘しつつ、贈与とは異なり遺産分割協議は対価関係なしに財産を
減少させる行為とはいえず、実際に破産者が同協議以前に一定の経済的利益を得
ていたことをふまえて行われたなどとして否認権行使を否定したものがある（東
京高判平成 27年 11月 9日金判 1482号 22頁）。

9） 中川善之助編『註釋相續法（上）』（有斐閣、1954 年）199頁（有泉亨執筆部分）。
10） 右近健男「判例研究」金融法務事情 1576号（2000年）44頁。
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これに対して、該当する可能性を認める学説は、相続分から控除される特
別受益や法律に従って分配される寄与分には「贈与」の要素はないが、906
条の定める遺産分割には「贈与」の要素があるとして、同条の趣旨に照らし、
合理性がある場合には詐害性が否定されることもありうるとする。もっとも、
それと同時に具体的な判断の基準作りは困難であるとも指摘されている 11）。

5　遺産分割協議に対する詐害行為取消権行使の要件

（1）平成 11年最高裁判決への疑問
以上、3・4でみたように、遺産分割協議に 424条を適用することにつ
いては若干の異論はあるものの、判例も学説も原則としてこれを肯定する。
もっとも、平成 11年最高裁判決に対しては、「実質的価値判断」につい
て論及していないという批判がある。すなわち、債権者側の責任財産保全
の必要性と期待と債務者側の意思や行動の自由の尊重という 2つの理念か
ら、より具体的な判断基準が示される必要があるという批判である 12）。
そこで以下においては、遺産分割協議が詐害行為取消権の対象となるこ

とを前提として、424条を適用するための要件は何か、具体的に検討する
ことにしたい。

（2）遺産分割の結果と法定相続分の不一致に関する評価
遺産分割協議が詐害行為取消権の対象となるか否かを判断するにあたっ

ては、そもそも遺産分割協議が財産上の「法律行為」にあたるか否かが問
題となる。すでに 4（2）で言及したように、遺産分割協議が一種の「贈与」
の実質をもつという指摘があるが、仮に遺産分割の結果が法定相続分と一
致しない場合に、そのことをもって「贈与」の要素を有するとする見解 13）

と、それは特別受益や寄与分の認定評価が絡む複雑で微妙なものであると
して慎重な評価が求められるとする見解 14）が対立している。
この点については、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」（896条）

11） 道垣内弘人「判例研究」法学教室 233号（2000年）147頁。
12） 潮見佳男「判例研究」銀行法務 21　572号（2000年）60頁、同『債権総論Ⅱ（第

2版）』（信山社、2001年）109～ 112頁。
13） 甲斐・前掲注（5）同頁、高木多喜男『遺産分割の法理』（有斐閣、1992 年）208頁。
14） 中川良延「判例批評」判例評論 242号（1979年）31頁（判例時報 916号 161頁）。
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に法定相続分を乗じた大まかな財産額とは相当な開きがある取得額でも、
具体的相続分として説明のつく額である限りは、詐害行為にならないとい
うべきであるという指摘がある 15）。遺産分割協議の結果と法定相続分の結
果が食い違うことのみをもって詐害行為に該当する可能性があるとするこ
とは、遺産分割協議制度の意義自体を否定しかねないものであり、筆者も
そのような指摘に賛意を表したい。

（3）受益者である共同相続人の主観態様
次に、詐害行為該当性の判断にあたっては、受益者である共同相続人の

主観態様も問題となりうるが、これはどうか。平成 11年最高裁判決は、
実はこの受益者の主観態様については特に触れることなく、詐害行為該当
性を肯定している。
この点については、受益者には「悪意」が必要であるとする見解 16）と、
相続人の債権者が詐害行為取消権を行使した場合に限定してではあるが、
受益者には「害意」があることまで求めるとする見解 17）がある。

（4）債権者の属性
424条は、「債権者」に詐害行為取消権が付与されている。もっとも、

遺産分割協議では、被相続人の債権者（相続債権者）と相続人の債権者の
2つの「債権者」が登場する。この属性の違いは、詐害行為性の判断に影
響を及ぼすのであろうか。以下、順次検討する。

①相続債権者の場合
相続債権者については、一部の例外的な場面を除き、分割前の遺産全体

に執行が可能であるのだから、それを怠った場合にまで詐害行為取消権で特
に保護する必要はないとする見解がある 18）。また、相続人による相続の承認
期間が経過するまでは、相続債権者が相続人固有の財産をあてにできないの

15） 伊藤昌司「判例研究」私法判例リマークス 21号（2000年）29頁（なお、伊藤
教授は、「疎んじられる具体的相続分」判例タイムズ 1016号〔2000年〕77～ 79
頁でも、本判決について触れている）。

16） 中川・前掲注（14）32頁（判例時報 162 頁）。
17） 高木・前掲注（13）同頁。
18） 星野・前掲注（3）517頁。
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は当然であって、あてにするという期待をどこまで考慮するかで遺産分割協
議の詐害行為性の評価が定まるとして、相続債権者の保護の必要性は小さい
とする見解も存在する 19）。

②相続人の債権者（固有債権者）の場合
まず、相続人の債権者については遺産から弁済を受けるとしてもそれは

「特別の幸運」にすぎないから、一部の例外を除いて特に保護の必要性は
ないとする見解がある 20）。
これに対して、相続開始後には「ふくらんだ期待」も法的保護に値す

る 21）、または相続を承認した後には相続財産を当てにするのは当然であ
る 22）として、相続人の債権者については保護を与えるべきであるとする見
解がある。

以上の①と②でみたように、学説においては、債権者に対する債務者が
被相続人であるか、相続人であるかで保護の区別するとの主張が有力であ
る。しかしながら、数は少ないものの、現実の裁判例をみると上記の区別
は重視されてはいない。

（5）裁判例において重視されている要件
それでは、実際の裁判例では、詐害行為性の判断にあたってどのような

事情が重視されているのであろうか。
すでに 2（2）で述べたように、平成 11年最高裁判決は、遺産分割協議
は「財産権を目的とする法律行為」であるとするが、それが詐害行為取消
権行使の対象と「なりうる」としているにすぎない。そうであるとすれば、
遺産分割協議が詐害行為となるか否かの判断にあたっては、それが「財産
権を目的とする法律行為」であるということを述べるだけではなく、遺産
分割協議のもつ特質を考慮し、詐害行為取消権の要件についてなんらかの
制約を示す必要がある。

19） 工藤祐厳「判例研究」NBL 694号（2000年）75頁。なお、同・前掲注（6）
284頁も参照。

20） 星野・前掲注（3）517頁。
21） 中川・前掲注（14）31頁（判例時報 161頁）。
22） 工藤・前掲注（19）「判例研究」同頁。なお、同・前掲注（6）285頁も参照。
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学説には、相続人である債務者が自己の債務をのがれることを主たる目
的として遺産分割協議を利用したと認められるような場合には、相続人側
の意思の尊重よりも、債権者の保護を優先して詐害行為取消権を行使する
ことができるという指摘がある 23）。このような指摘は、きわめて重要であ
ると考えるが、詐害行為であるかの判断にあたっては、それを行う両当事
者の事情を考慮する必要がある。すなわち、単に債務者側の事情のみを考
慮するのではなく、受益者側の事情も考慮する必要があろう。
例えば、2で紹介した遺産分割平成 11年判例では、具体的な受益者が

本件建物に居住していない子の Y1・Y2である（この点については、まず、
実際に居住している母 Bが相続した場合には別の考慮が働く可能性があ
るのではないかという指摘もある 24））。ここで、子 Y1・Y2は、母 Bの債務
超過の状況を認識しており、かつ、Bは、債権者である Xに対して返済
の意思を表明している。それにもかかわらず、Xが移転登記を要求した直
後に、10年以上放置しておいた遺産分割協議を行うという形で母 Bに遺
産を相続させないようにしている。いわば、債務者の「詐害の意思」およ
びそれと同レベルともいえる受益者の「悪意」が認定される可能性がきわ
めて高い事案であり、最高裁もその点（特に後者の「悪意」）を考慮して
判断を下しているように思われる。また、3で紹介した下級審裁判例はい
ずれも、すでに述べたように、債務者の「詐害の意思」、またはそれと同
レベルともいえる単独相続者（＝受益者）の「悪意」を具体的に認定した
うえで、詐害行為取消権の行使の可否を判断している点に留意する必要が
ある。

三．相続放棄と詐害行為取消権

1　「事実上の相続放棄」としての遺産分割協議と相続放棄の関係

すでに一で述べたように、遺産分割協議は、「事実上の相続放棄」の手段
としても利用されうる。その場合には、遺産分割手続によって、相続放棄と
他の相続人への当該持分の帰属とが連続して行われることになる（なお、遺

23） 太矢一彦「判例研究」獨協法学 51号（2000年）182頁。
24） 右近・前掲注（10）46頁。
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産分割も相続放棄も、相続開始時に遡って効力が発生する〔909条、939条〕）。
しかしながら、後述するように、最高裁は、遺産分割協議とは異なり、

相続放棄については詐害行為取消権の対象とはならないと断言する。それ
では、両者の関係をどうとらえるべきであろうか。以下では、具体的な裁
判例の分析をふまえて検討することにしたい。

2　最高裁判例

（1）事案の概要と判旨
最高裁は、被相続人の債権者（相続債権者）が資産を有する共同相続人

の相続放棄が詐害行為にあたるとしてその取消しを求めた事案において、
相続放棄は身分行為であって詐害行為取消権の対象とはならないと判示し
た（以下、この最高裁判例を「昭和 49年最高裁判決」という。）。具体的
な事案の概要と判旨は、以下の通りである。

3-1最判昭和 49年 9月 20日民集 28巻 6号 1202頁（原告：相続債権者 ）
［事案］
破産会社 A社は、株主である（創業者で、かつ破産時まで代表取締役
であった）Bに対して株金払込債権および遅延損害金合計 46万円余の債
権を有していた。その後、Bは死亡したが、Bの子である Y1～ Y3は相続
を放棄し、Y1らの母で無資力の Cのみが Bの債務を相続した。実は、B
は別途 78万円の確定した破産債権を有していたが、Y1らは取立不能であ
ると判断し債務超過であるとして、相続放棄の申立てを行っていた。
そこで、A社の破産管財人である Xが、当該相続放棄は詐害行為であ

るとして提訴。第一審、原審ともに、Y1らが勝訴。X上告。

［判旨］上告棄却
「相続の放棄のような身分行為については、民法 424条の詐害行為取消
権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消
権の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であるこ
とを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと
解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の
効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というより
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はむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当であ
る。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつて
これを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為とし
て取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと
同じ結果となり、その不当であることは明らかである」（下線は筆者が付記）。
（2）昭和 49年最高裁判決の考え方
昭和 49年最高裁判決は、平成 11年最高裁判決とは異なり、具体的な当

事者間の事情等にはまったく踏み込むことなく、相続放棄は身分行為で
あって詐害行為取消権の対象とはならないというきわめて形式的な論理に
よって訴えを斥けている点に大きな特徴がある。

3　下級審裁判例の動向

（1）下級審裁判例の紹介
筆者が管見する限り、いずれも上記の相続放棄昭和 49年判決が出される前

のものであるが、相続の詐害行為該当性が争われた下級審裁判例は、上記判例
の第一審判決と原審判決を除いて 3件存在する。このうち 2件が否定例であり、
1件は肯定例であるが否認権行使の事案である。以下、簡単にその事案と判旨
を紹介することにしたい（後者の 1件については、参考裁判例として紹介する）。

①否定例
3-2大判昭和 10年 7月 13日法律新聞 3876号 6頁（原告：不明）
事実関係は不明。
判旨は、2で紹介した昭和 49年最高裁判決とほぼ同旨である。ただし、

次のような指摘がなされている。「遺産相続は、個々の財産の承継に非ずし
て積極並消極財産の包括承継なるが故に、其利害は簡単に之を知り得ざる
場合あり。相続人は之を承認すべきや否やを決するには、充分其特質を考
慮せざるを得ず。又感情上（例えば、被相続人の債権者に対する関係等に
より）相続を欲せざる場合も無之に非るべし。斯かる行為に付ては、他人を
して単に債権者たるの故を以て之に干渉せしむるは妥当に非ず」（原文のカ
タカナはひらがなに、漢字の旧字体は新字体にそれぞれ改めたうえで、濁点
および句読点を付した）。
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3-3東京高判昭和 30年 5月 31日下民集 6巻 5号 1051頁（原告：相続人
の債権者）

X社の従業員 Y1が会社の資金を横領したため、Xは、Y1と身元保証人
である Y2、Y3に損害賠償請求をした。この間、Y1らの母 Aが死亡し、相
続人である Y1～ Y6のうち、Y1、Y2、Y3が相続を放棄した。
判旨は、上記 3-2の昭和 10年大審院判決を引用し、具体的な検討をせ
ずに Xの主張を排斥した。

②肯定例（参考裁判例／否認権行使の事案）
3-4名古屋高判昭和 35年 4月 18日高民集 13巻 3号 331頁

Dは、昭和 22年 8月 4日に死亡したが、同人名義の土地建物については、
昭和 24年 9月 9日、いったん 4名の共有登記をしたうえで、A～ Cの共
有持分の放棄を理由として、Y1が土地建物を単独登記した。A、Bは甲社
を経営していたが、昭和 29年に破産した。そこで、A、Bの破産管財人
Xが、当該共有持分放棄につき否認権を行使したため、その可否が争われ
ることになった。
判決は、持分放棄の日が、共有持分約束手形の支払期日の前日であるこ

とから Aおよび Bには詐害の意思があり、また、Y1は甲社の近くに Bと
同居していたことから、甲社の営業不振の状況を知っていたと推察したう
えで、持分放棄は、破産債権者を害することを知ってなした行為として否
認が可能であるとした。

（2）下級審裁判例の全体的検討
下級審裁判例のうち 2つの否定例は、昭和 49年最高裁判決と同様に、
形式的な論理によってその訴えを斥けている。これに対して、否認権行使
の事案ではあって詐害行為取消権の行使が直接問題となった事案ではない
が、肯定例においては債務者の「詐害の意思」と受益者の「悪意」につい
て踏み込んだ判断がなされている。
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4　相続放棄の詐害行為該当性の有無

（1）学説の動向
相続放棄については、債権者の期待よりも、相続人の放棄の自由を優先

すべきであるとして、昭和 49年最高裁判決と同様に、詐害行為取消権行
使の対象とならないとするのが通説的見解である 25）。
これに対して、相続放棄も詐害行為取消権行使の対象となるという考え

方も有力に主張されている 26）。その中には、相続人の債権者は相続人の固
有財産のみならず相続財産については合理的に期待しうるという見解 27）や
「事実上の相続放棄」としての遺産分割協議が存在することを考慮すべき
であるとする見解 28）、民法 424条の沿革をふまえて相続放棄の取消しを肯
定する見解 29）などがある。ここでは、相続放棄、遺産分割協議は、ともに
現代においては共同相続・均等相続の原則を事実上破る機能を果たしてお
り、相続人側の意思の尊重および相続人の債権者保護の要請との関係を問
題とすべき点でも両制度は共通しているとして、実質にそくした一義的解
釈が必要であるという指摘がある 30）。
また、昭和 49年最高裁判決については、被相続人の債権者（相続債権者）

による詐害行為取消権行使を否定した判決であるにとどまり、相続人の債
権者との関係で別異に解される可能性があるとの指摘もあることにも留意
する必要があろう 31）。

（2）裁判例をふまえた検討
相続放棄昭和 49年判決は、相続放棄が身分行為であるということのみを

理由として、詐害行為取消権の対象とはならないと判断した。また、下級

25） 中田裕康『債権総論（第 3版）』（有斐閣、2013年）243～244頁。
26） 大島俊之『債権者取消権の研究』（大阪府立大学経済研究叢書 63号、1986年）

60～ 69頁、同「相続と債権者取消権」占部洋之ほか編『現代民法学の理論と実
務の交錯（高木多喜男先生古稀記念）』（成文堂、2001年）356～ 358頁、前田達
明『口述債権総論（第 3版）』（成文堂、1997年）282頁、潮見・前掲注（12）『債
権総論Ⅱ』106～ 108頁、等。

27） 前田陽一・前掲注（2）682頁。
28） 竹屋・前掲注（3）100～ 101頁。
29） 大島・前掲注（26）『債権者取消権の研究』62～ 64頁。
30） 太矢・前掲注（23）180～ 181頁。
31） 道垣内・前掲注（11）147頁。
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審判決のうち否定例は、いずれも同様の形式的な論理のみで判断している。
もっとも、否定例である 3-3と、否認権に関する裁判例である 3-4につ

いては、いずれも債務者と受益者が、債務者の無資力を認識したうえで相
続放棄を行った事案であるが、結論が異なっている。もちろん、後者につ
いては破産法上の法理である否認権の適用が争われている場面であって、
前者のように実体法上の法理である詐害行為取消権とは異なる判断がなさ
れるのは不思議なことではないが、その実質をみると、後者では、債務者
の「詐害の意思」、さらにそれと同じレベルともいえる受益者の「悪意」
が考慮されているといえる。
仮に、昭和 49年最高裁判決について、単なる形式的な論理で切り捨て
るのではなく、上記のような実質的な考慮がなされた場合には、どのよう
な判断がなされるのであろうか。仮に、債務超過となるという認識は不合
理であるとはいえないというのであれば、それは、受益者である子らの「悪
意」がないとすることによって詐害行為取消権の行使を認めないという構
成をとることも十分可能であるように思われる。

四．結語

上記の二および三で検討してきた裁判例をみると、遺産分割協議と相続
放棄のいずれにおいても、その詐害行為該当性の判断にあたっては、まず
「財産権を目的としない法律行為」であるか否かということに関する一般
論を展開している。しかし、具体的な詐害行為該当性の判断にあたっては、
そうした形式的な目的の有無や客観的な要件ではなく、債務者の主観的要
件である「詐害の意思」の有無に加えて、さらにどちらかというと受益者
の主観的要件である「悪意」の有無が重視されているものと考えられる 32）。

32） 本稿のように受益者の「悪意」の有無に注目しているわけではないが、遺産分
割協議の場合であっても相続放棄に準ずるような場合には詐害行為取消権の行使
を否定し、逆に相続放棄の場合であっても詐害性が強く認められるときには詐害
行為取消権の対象となる余地を認めるべきであるとするものとして、仲隆「遺産
分割協議と詐害行為」東京弁護士会法律実務研究 16号（2001年）59頁。また、
家族法上の行為を、婚姻、縁組、認知等のような純粋な行為と「財産権を目的」
とする要素がある行為とに分け、前者については詐害行為取消権の適用は認めら
れず、後者については相関関係説的な枠組みのもとで強い詐害の意思が認められ
る場合には詐害行為取消権の対象となるとするものとして、加藤雅信『新民法大
系Ⅲ　債権総論』（有斐閣、2005年）263頁。
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なお、すでに二 5（5）でも述べたように、遺産分割協議に関する平成
11年最高裁判決でも直接には言及されていないが、実質的には債務者の「詐
害の意思」、さらにそれと同レベルともいえる受益者の「悪意」が考慮さ
れていると考えられる。また、三 4（2）で述べたように、相続放棄に関
する昭和 49年最高裁判決は形式的な論理に終始して実質的な理由付けは
していないが、相続放棄の場面でも債務者の「詐害の意思」、さらに受益
者の「悪意」の有無を考慮したうえで詐害行為取消権の行使の可否を判断
することも可能であるといえよう。
以上のように、「身分行為」の詐害行為該当性の判断にあたっては、法

律行為の形式的な目的や客観的な要件ではなく、むしろ、債務者の「詐害
の意思」やそれと同レベルの、いわば害意に限りなく近い受益者の「悪意」
の有無という主観的な要件が重視されている（しかも、どちらかというと、
後者の受益者の「悪意」の有無という要件の方が重視されている）という
のが、本稿の一応の結論である。
もっとも、この点を確認するためには、遺産分割協議・相続放棄と並ん

で最高裁判所によって判例法理が形成されている財産分与の詐害行為該当
性の判断要素について検証する必要がある。この点は、一で述べたように
稿を改めて検討することにしたい。
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