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第１ はじめに 
 

１ 司法書士業務とのかかわり 

 (1) 司法書士にとって相続登記手続きは主要業務の１つである。これに派生して相続放棄

の申述や遺産分割調停にかかる書類作成業務が生じる。 

   これらを前提として、相続手続きの相談を受ける際、「生命保険を受領して保険金を

使うことは問題ないのか」「一人の相続人だけが保険金を受け取るのは不公平ではない

のか」という趣旨のことをよく質問される。とくに相続放棄の申述または限定承認の申

述の場合、司法書士が保険金請求権について十分な理解がないまま誤った助言をしたな

らば、後日、相続人が多額の負債を負う事態が起こりうる。そうすると、相続人との間

で紛争を生じ、損害賠償の請求を受ける可能性も皆無ではない。 

 (2) 上記(1)の問題意識から、保険金請求権と相続の関係について、頭の中の知識を整理し

ようと思い立ち、手許にある市販の書籍を開いてみたが、断片的な要旨が項目ごとに点

在して記載されているだけで、全体像を把握するには非常に手間がかかる。そこで、筆

者自身の司法書士業務に最低必要と考えられる知識の整理を試みたのが本稿である。も

とより浅学非才の筆者が相続法・商法・保険法に及ぶ多岐の問題を十分に整理尽くすこ

とは望むべきものではないので、不足する点は賢兄諸氏の自己努力に期待したい。 

   したがって、本稿の内容が司法書士による「司法書士（筆者自身）のため」の最低必

要な「整理」という水準にとどまることをご海容願いたい。 

 (3) ところで、家事調停委員として筆者が経験した事例に基づけば、家庭裁判所における

遺産分割調停の対応は以下のとおりである。この家庭裁判所の対応は、遺産分割調停に

まで至らない相続人間の遺産分割協議においても参考になるものと考える。 

遺産分割調停の場合、保険契約者が自己を被保険者（被相続人）として、相続人中の

特定の者を保険金受取人としているときは、後述のとおり、指定された者の固有の権利
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として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象とならない（片岡武＝管野眞一編

著『新版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』１４６頁、日本加除出版）。 

上記の対応を原則とするが、相続人の固有財産である保険金請求権について、当事者

全員の間で遺産分割の対象にする旨の合意が成立することがある。その趣旨は、文字ど

おり遺産分割の対象にするというものと、みなし相続財産として持戻し計算することに

合意するというものとがあろう。いずれの趣旨の場合でも、裁判所が相当であると認め

た場合（原則として、相当性を肯定することになる。）には、合意に基づいた処理をす

るのが相当である（司法研修所編『遺産分割事件の処理をめぐる諸問題』２４８頁、法

曹会）と解されている。 

 

２ 本稿における整理の仕方 

 (1) 保険事故と生命保険の種類 

   保険者の保険金額支払の義務を具体化せしめる事故を保険事故という。生命保険契約

における保険事故は、被保険者の生死である。生とは一定時期における生存をいい、出

生を意味しない。人保険であっても、病気・癈疾（筆者注：不治の病）・障害などを保

険事故とするものは生命保険ではない（大森忠夫『保険法』２５７頁、有斐閣）。 

   生命保険は、次の４類型に分類される。 

   ①生存保険：一定時期における被保険者の生存を保険事故とする場合。 

   ②定期死亡保険：一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする場合。 

   ③終身保険：単に被保険者の死亡を保険事故とする場合。 

   ④生死混合保険：一定期間（満期）における被保険者の生存及びその時期までの被保

険者の死亡の双方をもって保険事故とする場合。俗に「養老保険」

といい、もっとも普通に行われるのはこの保険である。 

 (2) 類型化による考察  

相続手続きの相談を受ける際、主に問題となるのは、被相続人（被保険者）の死亡に

より相続人が生命保険金（保険金請求権を含む）を取得した場合、相続との関係では、

まず生命保険金が相続財産となるか否かという点である。次に相続性が否定され、生命

保険金がその相続人の固有財産とされた場合に、これが民法第９０３条の特別受益に当

たるか否かという点である。 

   以上の問題を検討するに当たっては、保険契約者、被保険者及び保険金受取人の組み

合わせによりいくつかの類型に分類して考察することが有用であるが、以下はとくに問

題となる次の３類型について述べる。 
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 契約者 被保険者 保険金受取人 契約の形態 

類型Ⅰ 被相続人 被相続人 被相続人 自己のためにする契約 

類型Ⅱ 被相続人 被相続人 相続人 第三者のためにする契約 

類型Ⅲ 他 者 被相続人 被相続人 第三者のためにする契約 

 

 

第２ 生命保険の相続財産性 
 

１ 

  類型Ⅰ 保険契約者（被相続人）が自己を被保険者とし、かつ、保険金受取人と指 

定した場合 

 

 (1) 問題点 

保険契約が単純な終身保険である場合、被保険者たる被相続人が保険金受取人になる 

ことは意味をなさないし、通常そのような指定のされることはなく、被保険者以外の者

が受取人に指定される。 

これに対して、保険契約が定期死亡保険または生死混合保険（養老保険）である場合

には、被保険者の生存中に満期が到来すれば被保険者自身を受取人とし、被保険者の死

亡という保険事故が発生したときは被保険者以外の者を受取人に指定することが多い。

しかし、契約者が、自己の死亡後における予備的な受取人を指定しなかった場合には、

被相続人自身が保険金受取人であるのと同一の状態を生じることがある。この点につい

ては、「４ 発展問題１」（本稿８頁）で述べる。 

この類型Ⅰの場合、被保険者が死亡すると、その相続人とされる者が生命保険金請求

権を取得するにいたることについては異論がない（岡垣学［生命保険金請求権と相続の

関係］中央大学法学会『法學新報』第７５巻第１０・１１号１２６頁）。ただし、この

場合に相続人が保険請求権を取得することの理論構成に対立がある。 

 (2) 学 説 

   通説は、被保険者の相続人が保険金受取人としての地位を相続すると解しており、こ

れによれば、保険金請求権は一旦被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継され

ることになる。これに対して、保険契約の性質上保険金請求権は相続財産とならず、保

険契約者の意思解釈から被保険者の相続人が保険契約金請求権を原始的に取得すると解

する説がある（榎戸道也［保険金］『判例タイムズ』１１００号、３３４頁）。 

   学説が対立する背景には、即死の場合における（生命権侵害の場合の）損害賠償請求
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権と同じ問題が存在する。すなわち、保険事故が発生する前の保険金受取人（被保険者）

の地位は、いわば抽象的な・不安定な・条件付の権利（あるいは単なる期待権）であっ

て、それが、具体的な・確定的な請求権になるのは保険事故の発生によってである。し

かし、その時には、保険金受取人は死亡しているのであるから、権利の主体がなく、従

ってかかる具体的な権利の発生がその者について生じるといういわれがないのではない

かという疑問が生じる（遠藤浩[生命保険金請求権と相続]学習院大学政経学部『研究報

告７』４３頁）ことによる。 

   生命保険金請求権の性格が相続財産であるか固有財産であるかという理論構成の差異

は、主として生命保険金請求権を取得すべき相続人が相続の放棄または限定承認をした

場合に明確となり、極めて重大な相違を生じることになる。 

(3) 判 例 

   当該類型について正面から論じた最高裁判例は見当たらない。学説の通説が「被保険

者の相続財産になる」と主張しており、これを否定する最高裁判例がない以上、「実務

的には決着がついていない」と言わざるを得ない。 

 

２ 

 類型Ⅱ 保険契約者（被相続人）が自己を被保険者とし、保険金受取人を「相続人」

と指定した場合 

 

 (1) 問題点 

保険契約者（被相続人）が自己を被保険者とし、相続人のうちの特定の者を保険金受 

取人と指定した場合には、その相続人が保険契約により固有の権利として保険金請求権

を取得することに異論はない（大森・前掲書２７５頁）。問題となるのは、保険契約者

兼被保険者（被相続人）が、保険金受取人を「相続人Ａ」「妻Ｂ」あるいは抽象的に「相

続人」「妻」（または「配偶者」）と指定した場合である。 

 (2) 学 説 

  ア 「相続人Ａ」「妻Ｂ」の場合  

もともと保険金受取人を何びとに指定するかという点は保険契約の一内容をなすも

のであるが、それは契約者の指定という一方的行為によって決定されるものであるか

ら、契約者の意思解釈の問題にほかならない。保険金受取人として「相続人」という

身分にウェイトが置かれているとすれば、Ａが相続欠格その他の事由によって相続人

たる身分を失えば、受取人としての指定を撤回したものと解しうる。しかし、一般的

には、受取人の肩書に「相続人」なる表示が付されていても、それは単に受取人を特
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定する一手段として、あるいは指定する動機として表現されたにすぎず、そのこと自

体には格別の意味がないとみるべきである。 

したがって、ただ単に受取人を「Ａ」と指定した場合と同視でき、他人のためにす

る保険契約にほかならない（岡垣・前掲書１３２頁）。 

イ 「相続人」「妻」（または「配偶者」）の場合 

    この場合にまず疑問となるのは、上記のような表現方法が果たして許されるかどう

かである。この点については、いやしくも契約者が受取人の地位・身分などを示す方

法によってその表示をすれば、それが特定人の氏名をあげず、抽象的概括的表現によ

る指定であっても、契約者の意思を合理的に解釈することにより保険事故発生の時に

おいて何びとが受取人であるかを具体的に特定しうるかぎり、別の観点からは、一定

の時点に相続人たるべき者が「相続人」であると具体的に特定することは可能である

から、受取人の指定として適法かつ有効である（岡垣・前掲書１３４頁）。 

    次に問題となるのは、上記のいわゆる「相続人」が具体的にいかなる相続人を指称

しているかという点である。もっとも契約者と被保険者とが同一人（被相続人）であ

るときは、それが上記の相続人であることは明白である。これに対して、契約者（被

相続人）と被保険者とが同一でないときが問題である。学説は、契約者（被相続人）

の相続人と解すべきだとする説と、被保険者の相続人と解すべきだとする説とが対立

する。東京控判大正７・３・２６新聞１４０１号２２頁、同大正８・９・２２新聞１

６１９号１７頁は被保険者相続人説をとるが、通説（たとえば野津務・新保険契約法

論４９頁、大森・前掲２７３頁）は保険契約者相続人説を支持する（岡垣・前掲書１

３８頁）。 

さらに、保険契約締結時の相続人と保険金請求権発生時の相続人とが異なった場合、

いずれの時点の相続人を指称するかという問題点も残る。これらの点について学説の

対立はあるものの、通説は、保険事故発生時における契約者の相続人を受取人とする

他人のためにする契約と解している（大森・前掲書２７５頁、岡垣・前掲書１３４頁）。 

    同様の見解の対立は、受取人として単に「妻」または「配偶者」と記載されている

に過ぎない場合にも生じ、保険金請求権発生当時の妻とみる説と、保険契約締結当時

の妻とみる説がある。通説は、特別の事情がないかぎり、保険事故発生時において保

険契約者の妻たるべき者を指定したと解すべく、事故発生当時に妻たる者がない場合

は、契約者の自己のためにする保険と解している（大森・前掲書２７４頁、岡垣・前

掲書１４０頁）。契約者の自己のためにする保険と解することは、前記の類型Ⅰと同

一の状態を生じることになる。 

    なお、内縁の妻は、民法に定める相続人に含まれないというのが判例の結論（東京
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地判平成８・３・１金商１００８・３４）なので、かかる解釈に従うと、被保険者の

内縁の妻は、原則として死亡保険金の受取人たる「相続人」にも含まれないことにな

る（甘利公人ほか編著『Ｑ＆Ａ 保険法と家族』１４０頁、日本加除出版）。 

 (3) 保険実務 

死亡保険金受取人を相続人と指定することの意義については、指定時から保険事故

発生時までの間に被保険者の親族関係が変動することを予想し、変動のたびに死亡保

険金受取人の変更の手続をとる手数を省くためと解するのが合理的であるという見解

に異論はない。ただ、実務上の取扱いは、損害保険会社の傷害保険契約においては、

特定の受取人を指定しないで、被保険者の法定相続人とするのが通例であるが、生命

保険会社の保険契約においては、保険契約締結時に保険契約申込書上特定の死亡保険

金受取人の氏名を明記（死亡保険受取人が２人以上の複数のときは、それぞれの受取

割合も明記）するのが通例で、被保険者の法定相続人とするものもあるが一般的では

ない（濱田盛一[保険契約者が死亡保険の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場

合において相続人が保険金を受け取るべき権利の割合] 『判例タイムズ』８６８号、

５２頁）。 

 (4) 判 例 

  ア 保険金受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」としたときの養老保険契約の

性質とその保険金請求権の帰属が問題になった判例は次のとおりである。 

   ◎最３小判昭和４０・２・２民集１９巻１号１頁 

本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合

はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げるこ

となく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保

険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、

特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金

請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他

人のための保険契約と解するのが相当であって、前記大審院判例の見解は、いまな

お、改める要を見ない。そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の

相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と

同時に右相続人の固有財産となり、被保険者（兼保険契約者）の遺産より離脱して

いるものといわねばならない。然らば、他に特段の事情の認められない本件におい

て、右と同様の見解の下に、本件保険金請求権が右相続人の固有財産に属し、その

相続財産に属するものではない旨判示した原判決の判断は、正当としてこれを肯認

し得る。 
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  イ 生命保険契約において被保険者の「妻何某」とのみ表示した保険金受取人の指定の

趣旨について判示した判例は次のとおりである。 

   ◎最１小判昭和５８・９・８民集３７巻７号９１８頁 

生命保険契約において保険金受取人の指定につき単に被保険者の「妻何某」と表

示されているにとどまる場合には、右指定は、当該氏名をもつて特定された者を保

険金受取人として指定した趣旨であり、それに付加されている「妻」という表示は、

それだけでは、右の特定のほかに、その者が被保険者の妻である限りにおいてこれ

を保険金受取人として指定する意思を表示したもの等の特段の趣旨を有するもの

ではないと解するのが相当である。 

  ウ 上記イの事例とは逆に、婚約中の女性を入籍予定の被保険者と同一の姓を表示して

保険金受取人とした生命保険において婚姻前に被保険者が死亡した場合の保険金受

取人について判示した判例は次のとおりである。 

   ◎東京高判昭和６２・４・２７金融・商事判例７７５号３５頁 

当裁判所も、控訴人らの請求は理由がないから失当として棄却すべきものと判断

する。その理由は、次の説示を付加するほか、原判決の説示理由と同一であるから、

これを引用する。 

本件保険金の指定受取人「松本恵子」は、二郎が被控訴人と保険契約を締結した

当時同人と婚約中であった実在の大川恵子（成立に争いのない甲第四号証の二によ

ると、同人の本籍地は○○県△△市××町１６７番地の３、生年月日は昭和３７年

６月２３日であることが認められる。）を指すものであることは、引用に係る原判

決理由中の認定事実より明らかであり、右以上に大川が二郎と婚姻し「松本」の姓

を称する限りにおいて保険金受取人とする旨の指定をしたものと解し得る特段の

表示がされたことは証拠上認められないから、たとえ大川が保険事故発生時に二郎

と婚姻し「松本恵子」という氏名になっていなくても、大川が保険金受取人である

ことには変りはないものというべきであって、保険金受取人が不存在であるとは到

底解し得ないところである。 

 

３  

類型Ⅲ 保険契約者が、他者（被相続人）を被保険者とし、かつ、保険金受取人と 

指定した場合 

 

 (1) 問題点 

誰が保険金を取得するのか、またその取得原因をどう解するかが問題になる。 
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 (2) 学 説 

   通説は、被保険者の相続人が保険金受取人としての地位を相続すると解しており、こ 

れによれば、保険金請求権は一旦被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継され

ることになる。これに対し、保険契約の性質上保険金請求権は相続財産とはならず、保

険契約者の意思解釈から被保険者の相続人が保険金請求権を原始的に取得すると解する

説、死者に権利が発生するかを問題とし、保険契約者の意思解釈から契約者自身が保険

金請求権を原始的に取得すると解する説がある（榎戸道也・前掲誌３３４頁）。 

(3) 判 例 

   当該類型について正面から論じた最高裁判例は見当たらない。 

 

４ 

 発展問題１ 保険契約者兼被保険者（被相続人）が保険金受取人を指定しなかった 

場合において「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者 

の相続人に支払う」旨の約款がある場合 

 

(1) 問題点 

   保険契約者兼被保険者（被相続人）が保険金受取人を指定しなかった場合において、

「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う」旨の約款が

あるときは、相続人とされる者が生命保険金請求権を取得することについては異論がな

いが、その保険金請求権は相続人の固有財産か、それとも一旦被相続人に帰属した上で

承継した相続財産かが問題となる。 

(2)  学 説 

   保険契約者兼被保険者（被相続人）が保険金受取人を指定しなかった場合には、保険

契約者自身を保険金受取人とする契約と解すべきであり、保険契約者が死亡したときは、

その相続人が保険金受取人としての地位を相続すると解するのが多数説である。しかし、

多数説は、設例のような約款のない場合を前提とするものと解すべきである（榎戸道也・

前掲誌３３５頁）。 

(3) 判 例 

   「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う」旨の約款

のある保険契約の性質について判示した判例は次のとおりである。 

  ◎最２小判昭和４８・６・２９民集２７巻６号７３７頁 

右「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨

の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、
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被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、

保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。

 そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、

被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請

求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者

の遺産から離脱したものと解すべきである。 

 

５  

発展問題２ 保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した 

場合において、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合 

 

(1) 問題点 

   保険金受取人である相続人らの取得する権利の割合は平等か、法定相続分によるのか

が問題になる。 

 (2) 学 説 

学説上、平等割合説と相続分割合説との対立がある。平等割合説は、保険金受取人は、

相続の効果として保険金請求権を承継取得したわけではなく、保険金契約者の指定の効

果によって、自己固有の権利として原始取得したのであるから、相続人が複数存在する

ときは、民法４２７条の規定にしたがい、分割債権として各自平等の割合をもって保険

金請求権を取得するという。 

これに対し、相続分割合説は、相続人と相続分とは密接不可分に関連しており、相続

人との指定の中に相続分の割合によるとの趣旨を含むと解するのが一般人の通常の意思

に合致し、合理的であり、民法４２７条の別段の意思表示があると解する（長秀之[保険

契約者が死亡保険の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合において相続人が保

険金を受け取るべき権利の割合] 『判例タイムズ』９１３号、１６３頁）。 

 (3) 判 例 

◎最２小判平４・３・１３民集４６巻３号１８８頁 

指定受取人であるＢの死亡によって、その法定相続人であるＡ、Ｃ及びＤが保険 

金受取人としての地位を取得すべきこととなり、さらに、保険契約者兼被保険者で

あるＡの死亡により、Ｃ及び、Ｄが保険金受取人となりその地位が確定したのであ

るから、結局、Ｃ、Ｄの両名が民法４２７条の規定により平等の割合で保険金請求

権を取得し、Ａの保険金請求権が同人の相続財産に帰属することはない。 

◎最３小判平５・９・７民集４７巻７号４７４０頁 
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商法６７６条２項の規定の適用の結果、指定受取人の法定相続人とその順次の法

定相続人とが保険金受取人として確定した場合には、各保険金受取人の権利の割合

は、民法４２７条の規定の適用により、平等の割合によるものと解すべきである。 

◎最２小判平６・７・１８民集４８巻５号１２３３頁 

保険契約において、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と

指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取る

べき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解す

るのが相当である。けだし、保険金受取人を単に「相続人」と指定する趣旨は、保

険事故発生時までに被保険者の相続人となるべき者に変動が生ずる場合にも、保険

金受取人の変更手続をすることなく、保険事故発生時において相続人である者を保

険金受取人と定めることにあるとともに、右指定には相続人に対してその相続分の

割合により保険金を取得させる趣旨も含まれているものと解するのが、保険契約者

の通常の意思に合致し、かつ、合理的であると考えられるからである。したがって、

保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合に、数人

の相続人がいるときは、特段の事情のない限り、民法４２７条にいう「別段ノ意思

表示」である相続分の割合によって権利を有するという指定があったものと解すべ

きであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は、相続分の割合になるものと

いうべきである。 

  (4) 考 察 

     問題は、平等割合説をとる上記(3)の最２小判平４・３・１３及び最３小判平５・９・

７と相続分割合説をとる最２小判平６・７・１８との関係である。 

    最２小判平４・３・１３及び最３小判平５・９・７は、保険契約者が具体的に指定

した保険金受取人が死亡し、その相続人が保険金受取人になったものであり、保険契

約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合の最２小判平６・

７・１８とは指定の及ぶ範囲・局面が異なるので、民法４２７条の別段の意思表示の

有無に違いが生じたものである（長秀之・前掲誌１６３頁）。 

    なお、生命保険会社は、平成６年４月、最２小判平４・３・１３及び最３小判平５・

９・７を受けて約款改正を行い、その結果、受取割合を平等割合とするもの２８社、

相続分割合とするもの２社となった（濱田盛一・前掲誌５７頁）。しかし、改正され

た約款部分は、保険契約者が指定した保険金受取人が死亡し、その相続人が保険金受

取人になった場合に適用されるもので、最２小判平６・７・１８のようなケースに適

用されるものではないとの指摘がある（州崎博史・商事１３７７号８３頁、長秀之・

前掲誌１６３頁所収）。 



 11 

６  

発展問題３ 保険契約者（被相続人）が自己を被保険者とし、保険金受取人を「相 

続人」と指定した場合（類型Ⅱ）、保険金受取人と指定された相続人 

が被相続人よりも先に死亡し、かつ受取人の変更手続きがなされてい 

ない場合 

 

(1) 問題点 

保険金の受取人が死亡し、その後に再指定（変更）がない場合には、誰が受取人とな 

るのか、受取人と指定された者の相続人が契約者兼被保険者自身であるときは、保険金

請求権はその遺産になるか、という点が問題になる。 

(2) 前提となる知識 

    ア 保険法は、商法中の保険に関する規定を全面的に見直し、平成２２年４月１日から

施行された。民法の特別法として位置づけられる。 

    保険金受取人変更行為については、改正前商法（以下「旧商法」という。）にも規

定があったが、保険法により規定内容が変更されている。しかし、上記保険法施行日

より前に締結された保険契約については、引き続き旧商法の条文が適用される。 

  イ 保険金受取人たる相続人が被保険者より先に死亡した場合には、相続の一般理論に

よると、受取人に指定された者の相続人が、いわゆる代襲相続をすることになるはず

である（民法８７８条）。 

    しかし、旧商法は、この点につき以下のような特別規定を設けている（「後記(5)

参照条文」を参照）。 

１ 保険契約者が保険金受取人として相続人の全部または一部を定めつつ、とくに

その指定変更権を留保している場合（旧商法６７５条１項但書）、受取人に指定

された者の権利は確定的なものとならず、契約者が変更権を行使することによっ

て変更する。受取人に指定された者は、契約者が指定を変更しない間に保険事故

が発生したときにかぎって、保険金請求権を取得するのが原則である。ただし、

保険金事故発生前に契約者が指定変更権を行使しないで死亡したときは、特約が

なければ、受取人の権利が確定的なものとなる（同法６７５条２項）。 

     ２ これに対して、受取人の指定変更の留保がない場合には、受取人の権利は契約

者との間では確定しているが、受取人が契約者より先に死亡したときは、契約者

はさらに新たな受取人を指定しうる（同法６７６条１項）。この場合に保険契約

者が新たな受取人を指定しないで死亡したときは、特約がないかぎり、受取人に

指定されていた者の相続人が受取人になる（同法６７６条２項）。 
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  ウ 上記の旧商法６７６条２項の規定の解釈に関し、大審院判例（大判大１１・２・７

民集１巻１号１９頁）は、「受取人の相続人」とは受取人の死亡時の法定相続人であ

るとしつつ、契約者死亡前に指定受取人の相続人も死亡した場合には、その相続人又

は順次の相続人で契約者死亡当時生存する者が受取人となると判示した。 

 (3) 学 説 

   旧商法６７６条２項の規定の解釈に関し、指定失効・自己保険説、指定存続説、指定 

失効・受取人未定説という３つの見解が対立する。 

指定失効・自己保険説は、指定受取人の死亡によって受取人の指定は失効し、受取人 

の再指定なき間は契約者自身を受取人とする自己保険となるが、再指定なしに被保険者

が死亡したときにかぎり、指定受取人の相続人が受取人になる、と説く。 

次に、指定存続説は、受取人変更権の留保がない場合には、指定受取人の死亡によっ 

ても指定の効力は失われず、その相続人が受取人たる地位を承継するが、契約者は別人

を指定することができ、この指定がないときは受取人の権利が確定する、と説く。 

また、指定失効・受取人未定説は、指定受取人の死亡によって指定は失効するが、第

三者を受取人とする契約の趣旨に変更はなく、受取人未定の状態になる。契約者が受取

人を再指定しないで死亡したときは、指定受取人の利益（経済的需要）を承継すること

が予定されていたその相続人をもって、受取人の欠缺を補充する、と説く見解で、前掲

大判大１１・２・７民集１巻１号１９頁の立場である。  

 (4) 判 例 

   下記判例の事案は、保険契約の約款（定期保険普通保険約款）に、保険金の支払理由

の発生前に限り保険契約者又はその承継人が死亡保険金受取人を変更することができる

ことを前提として「死亡保険受取人の死亡時以後、保険金受取人が変更されていないと

きは、死亡保険受取人は、その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたも

のとします。」と規定しており、この約款に定められた条項の趣旨が、前掲大判大１１・

２・７民集１巻１号１９頁の判例解釈と同様なのかどうかが争われた。 

旧商法６７６条２項の規定は任意規定であって、多くの保険会社の普通保険約款には、

上記事案と同様に、受取人の死亡時のその法定相続人をもって受取人とみなす旨の条項

が置かれており、実務に影響するところが大きい判例である。 

◎最２小判平４・３・１３民集４６巻３号１８８頁 

  《事案の概要》 

    甲は、自らを被保険者、妻乙を受取人とする生命保険契約を締結したが、乙の死亡

後に受取人の変更（再指定）をすることなく、乙の死亡から２週間後に死亡した。甲

乙夫婦の間には、長男丙、二男丁がいたが、この両名は甲の相続を放棄し、甲の次順
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位の相続人らも相続を放棄したため、甲の遺産は相続財産法人となった（民法９５１

条）。 

    そこで、甲の相続財産法人（原告）は、約款の本件条項は「死亡保険金受取人の死

亡時」の法定相続人を受取人としているから、乙の死亡によって、甲、丙、丁が受取

人となり、保険契約者兼被保険者である甲が死亡した時に上記３名の保険金受取人た

る地位も確定し、甲について本件条項を重ねて適用する余地はないと主張し、甲は、

自身の死亡によって本件保険金の３分の１を取得したとして、保険会社（被告）に対

し、その支払を請求した。 

    これに対し、保険会社は、商法６７６条２項の規定の解釈に関して、受取人の法定

相続人または順次相続人で保険契約者死亡時（受取人の確定時）に生存する者をもっ

て受取人とする旨の大審院判例（前掲大判大１１・２・７民集１巻１号１９頁）と同

趣旨に出るものであるとして、乙の相続人（甲、丙、丁）またはその順次相続人（丙、

丁）で被保険者甲の死亡時に生存する（丙、丁）が受取人であると主張した。 

  《判決要旨》 

本件条項の趣旨は、保険金受取人と指定された者（以下「指定受取人」という。）

の死亡後、保険金受取人の変更のないまま保険金の支払理由が発生して、右変更をす

る余地がなくなった場合には、その当時において指定受取人の法定相続人又は順次の

法定相続人で生存する者を保険金受取人とすることにあると解するのが相当である。

けだし、本件条項は、保険金の支払理由の発生前に限り保険契約者又はその承継人が

保険金受取人を変更することができることを前提として、指定受取人の死亡後に右変

更がされていないときには、保険金受取人が指定受取人の死亡時の法定相続人に変更

されたものとすると規定しているのであるから、保険契約者又はその承継人が自らの

意思で保険金受取人を変更することができる間に右法定相続人の保険金受取人とし

ての地位が確定することはあり得ず、この間に本件条項によって保険金受取人とされ

た指定受取人の法定相続人が死亡したときは更にその法定相続人が保険金受取人に

変更されたものとされる結果、被保険者の死亡等により保険金の支払理由が発生して

保険金受取人を変更する余地がなくなったときは、その当時において生存する指定受

取人の法定相続人又は順次の法定相続人の保険金受取人としての地位が確定するこ

とになると解すべきであるからである。 

(5) 参照条文 

◎旧商法６７５条（他人のためにする保険 ／ 利益の享受） 

  １ 保険金ヲ受取ルヘキ者カ第三者ナルトキハ其第三者ハ当然保険契約ノ利益ヲ享受

ス但保険契約者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ 
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 ２ 前項但書ノ規定ニ依リ保険契約者カ保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更スル

権利ヲ有スル場合ニ於テ其権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金ヲ受取ルヘキ

者ハ之ニ因リテ確定ス 

◎旧商法６７６条（他人のためにする保険 ／ 保険金受取人の死亡と再指定） 

  １ 保険金ヲ受取ルヘキ者カ被保険者ニ非サル第三者ナル場合ニ於テ其者カ死亡シタ

ルトキハ保険契約者ハ更ニ保険金ヲ受取ルヘキ者ヲ指定スルコトヲ得 

 ２ 保険契約者カ前項ノ定メタル権利ヲ行ハスシテ死亡シタルトキハ保険金ヲ受取ル

ヘキ者ノ相続人ヲ以テ保険金ヲ受取ルヘキ者トス 

 

７  

発展問題４ 旧簡易生命保険たる養老保険特約において、保険契約者（被相続人） 

が自己を被保険者とし、かつ、保険金受取人と指定した場合（類型 

Ⅰに同じ）における保険金請求権の帰属 

 

(1) 前提となる知識 

旧簡易生命保険とは、郵便局、すなわち総務大臣（旧郵政大臣）が所管する、国が行

っていた生命保険である（旧簡易生命保険法）。 

旧簡易生命保険法は、郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によ

り平成１９年１０月１日に廃止されているが、同法に基づく保険者としての責任は独立

行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に承継されている（同法付則１６条）。郵政

民営化前日（平成１９年９月３０日）までに締結された簡易生命保険契約は、上記

機構が株式会社かんぽ生命（法文上は郵便保険会社）へ業務委託しているため、か

んぽ生命の保険代理店である郵便局会社の保険窓口・かんぽ生命の法人営業拠点、

あるいは両社の保険外務員を介して、満期などで契約が解消されるまで前身時代と

同様の手続きが行える。 

したがって、旧簡易生命保険法に基づく保険事故の発生や保険金支払いが発生し

得ることから、現在もなお検討しておく必要がある。 

(2) 検 討 

ア この生命保険が、一般の生命保険と異なるのは、被保険者である契約者が死亡の場 

合において生命保険金の受取人を指名していなかったときは、法律、すなわち旧簡易 

生命保険法が生命保険の受取人を定めているという点である。 

そして、同法が定める受取人の順序等は、次のとおり、民法が定める相続人の定め 

とは明らかに異なっている。 
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    ① 民法の相続人の定めと異なり、例えば「配偶者及び子」という受取人を認めて

いない。配偶者が存在すれば、配偶者ひとりが受取人となり、子は受取人にはな

らない。 

    ② また、「配偶者」の中に、いわゆる「内縁の妻ないし夫」を含めている。婚姻

の入籍がなされていなくても、実質上の妻ないし夫は配偶者として保険金請求権

を認められている。 

   ◎旧簡易生命保険法５５条（無指定の場合の保険金受取人） 

    １ 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約（特約に係る部分

を除く。）においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき（保険契約

者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。）

は、次の者を保険金受取人とする。 

①被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあっては、被保険者 

②被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあっては、被保険者の遺族  

    ２ 前項第２号の遺族は、被保険者の配偶者（届出がなくても事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険

者の死亡当時被保険者の扶助によって生計を維持していた者及び被保険者の生計

を維持していた者とする。 

    ３及び４（略） 

    ５ 第２項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げた順序により先順位にあ

る者を保険金受取人とする。 

    ６（略） 

  イ 上記アのような旧簡易生命保険法の趣旨を勘案して、服部廣志『改訂 限定承認の実

務』（４７頁、（有）アブアワーズ）は、次のような見解を示している。 

すなわち、旧簡易生命保険法に基づく生命保険の請求権は、いわゆる民法の定める

相続とは関係しないものと理解される。なぜなら、民法上、相続人でない者にも生命

保険金請求権を認めているからである。 

したがって、「この生命保険金を受領して消費しても、単純承認とはみなされない」

＝「相続放棄しても、この生命保険金請求権は失わない」と考えられる。 

 (3) 判 例 

   下記判例の事案は次のとおりである。すなわち、簡易生命保険たる養老保険契約にお

いて、保険契約者であり、かつ、被保険者兼保険金受取人である者が、生前に保険金受

取人の指定変更手続きをとることなく死亡した。同人から当該保険金請求権の遺贈を受

けた原告が、自己のためにする保険契約の場合は、旧簡易生命保険法５５条１項括弧書
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きの適用はなく、その者の相続財産となると主張して保険金の支払いを求めた。 

  ◎徳島地判平７・１２・７訟務月報４２巻１２号２９４６頁 

    本件は、簡易生命保険契約であり、その内容は、法（筆者注：「旧簡易生命保険法」

を指す。）及び簡易生命保険約款の定めによって決せられる。しかして法５５条は、

本件のような簡易生命保険の被保険者の死亡により保険金を支払う場合において、

「保険契約者が保険金受取人を指定しないとき（保険契約者の指定した保険金受取人

が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。）は、次の者を保険金受取人と

する」として（１項）、保険金受取人は被保険者の遺族となると定め（２号）、被保

険者の遺族は、「被保険者の配偶者（届出がなくとも事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被

保険者の扶助によって生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者

とする」とし（２項）、このような遺族が数人ある場合は、「先順位にある者を保険

金受取人とする」と定めている（５項）。 

これは、簡易生命保険が被保険者の生活の安定又は被保険者の死後における遺族の

生活の安定を目的として利用されることが一般的であることから、被保険者の死亡に

より保険金を支払う場合に保険契約者が保険金受取人を指定しないときは、被保険者

の遺族が保険金受取人になるとし、これには保険契約者が指定した保険金受取人が死

亡し、更に保険金受取人を指定しない場合を含むとして、遺族主義を徹底したものと

解される。そして、この規定が、「終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険

の保険契約（特約に係る部分を除く。）においては」として、適用の場合を特に限定

していないことを併せ勘案すれば、この規定は、他人のためにする保険契約の場合で

あろうと、自己のためにする保険契約の場合であろうと等しく適用があると解するの

が相当である。 

したがって、本件のように、保険金受取人が保険契約者兼被保険者である自己のた

めにする保険契約の場合に、保険契約者兼保険金受取人が死亡すれば、保険金受取人

は無指定の状態になったのであるから、正に法５５条１項括弧書きの場合に該当し、

同項の規定により、被保険者の遺族が保険金受取人になるものというべきである。 

 

 

第３ 相続放棄、法定単純承認との関係 
 

１ 民法９２１条１号のいう「処分」の意義と立法趣旨 

   相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる 
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（民法９２１条１号）。「処分」とは、財産の現状・性質を変ずる行為をいうが、それは

法律行為のみならず、事実行為をも含むとするのが通説である（谷口知平＝久貴忠彦『新

版 注釈民法(27)〔補訂版〕』［川井健］５２０頁、有斐閣）。 

その立法趣旨について、最１小判昭４２・４・２７民集２１巻３号７４１頁は、「かか

る行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙

示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があつたと

信ずるのが当然であると認められる」として、相続財産の処分には単純承認の意思が含ま

れていると推認すべきであること、処分を信頼した第三者の保護を図るべきことである旨

を判示した。 

 

２ 保険金は民法９２１条１号にいう相続財産に含まれるか 

(1) 問題点 

処分は、相続財産の処分でなければならない。そこで、保険金が民法９２１条１号に

いう相続財産に含まれるかが問題になる。 

(2) 判 例 

この問題については、以下の判例がある。 

◎福岡高裁宮崎支決平１０・１２・２２家月５１巻５号４９頁 

《事案の概要》 

  Ａは平成９年１２月２４日事故により死亡してＸらがその相続人となった。Ｘらが

相続財産を調査したところ、ＡはＢ保険会社と生命保険契約を締結しており、契約に

は、保険金の受取人はＡの法定相続人とする旨の約款があった。そこでＸらは、Ｂ保

険会社にＡの死亡保険金の支払請求をして２００万円の支払を受け、受領した保険金

で相続債務の一部を弁済した。さらに、Ｘらは、被相続人が加入していた社団法人に

事故共済金の支払いを受けられるか問い合わせたところ、正式の支払請求がなければ

回答できないとのことであった。しかし、結局事故共済金は支払われないということ

であった。そこで、Ｘらは、相続を放棄することとし、平成１０年１０月８日本件の

原審である家庭裁判所に相続放棄申述受理の申立てをした（なお、本件相続放棄の申

述は３か月の期間の経過後であったが、Ｘらは、民法９１５条１項但書に基づき、２

度にわたって熟慮期間伸長の許可を受けていたので、Ｘらの申述は熟慮期間内の申述

であった）。  

    ところが、原審は、ＸらがＢ保険会社に対して保険金の支払請求をしてその支払を

受けたことは遺産に属する債権の共同行使であり、受領した保険金で相続債務の一部

を弁済したことは、相続を承認して相続債務を履行する意思を相続債権者に表示した
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ものであるから、いずれも民法９２１条１号の法定単純承認事由である「相続財産の

全部又は一部を処分した」場合にあたり、Ｘらはもはや相続放棄はできないとしてＸ

らの相続放棄申述受理の申立てを却下した。そこで、Ｘらが即時抗告した事案である。 

《判決の内容》 

    福岡高裁宮崎支部は次のように判示して、原審を取り消して差し戻した。 

１ 本件保険契約では、被保険者の被相続人死亡の場合につき、死亡保険金受取人

の指定がされていないところ、保険約款には、死亡保険金を被保険者の法定相続

人に支払う旨の条項があるところ、この約款の条項は、被保険者が死亡した場合

において被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべき

であり、右約款に基づき締結された本件保険契約は、保険金受取人を被保険者の

相続人と指定した場合と同様、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時におけ

るその相続人たるべき者である抗告人らのための契約であると解するのが相当

である（最高裁第２小法廷昭和４８年６月２９日判決・民集第２７巻第６号７３

７頁）。かつ、本件においては、これと解釈を異にすべき特段の事情があると認

めるべきものは、記録上窺われないし、抗告人らが本件保険契約による死亡保険

金が被相続人のための契約と思い違いをしていても、これが特段の事情となるべ

きものではない。 

  そして、かかる場合の本件保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続

人死亡と同時に、相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり、被保険者

である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである（最高裁第３

小法廷昭和４０年２月２日判決・民集第１９巻第１号１頁）。 

 したがって、抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の

請求及びその保険金の受領は、抗告人らの固有財産に属する権利行使をして、そ

の保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合で

はないから、これら抗告人らの行為が民法９２１条１号本文に該当しないことは

明らかである。 

２ そのうえ、抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、

自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相

続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。また、共済金の

請求をしたのは、民法９１５条２項に定める相続財産の調査をしたに過ぎないも

ので、この共済金請求をもって、被相続人の相続財産の一部を処分したことには

ならない。 

３ 以上とは異なる法律の解釈の下に抗告人らの本件相続放棄の申述の受理を却
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下した原審の判断には、法律解釈を誤った違法があり、この点をいう論旨は理由

があるので、原審判は取り消しを免れない。 

《判決に対する評釈》 

    本決定は、民法９２１条１号の処分に当たらない場合について一事例を加えるもの

であるが、生命保険金支払請求権は、保険契約によってその受取人が直接に取得する

固有の権利であるから遺産ではないとするのが古くからの判例（大判昭１１・５・１

３民集１５巻１１号８７７頁、最判昭４０・２・２民集１９巻１号１頁、判タ１７５

号１０３頁等）であり、学説もそう解している。本決定もその前提に立つものである

から、保険金を請求し受領したＸらの行為が遺産の処分にあたらないというのは当然

の結論であろう。ただ、Ｘらのなした一部の相続債権者に対する弁済については、そ

れがＸらの個人資産からなされたとみられるにせよ、法定単純承認にはあたらないと

するのには異論もあり得るであろう。Ｘらの相続債務の弁済が問題なのは、相続債務

の弁済が相続債権者等に対して相続が承認されたとの信頼を抱かせるからであり、民

法９２１条１号の趣旨に照らせば、相続債務の弁済のような消極財産の処分も法定単

純承認たる処分にあたるとの解釈も成り立つからである（坂梨喬［相続放棄の有効要

件と相続放棄申述受理審判の審理範囲］『判例タイムズ』１０３６号、１９３頁）。 

(3) 他の判例 

   下記の千葉地八日市場支判昭７・３・１９は、相続人が被相続人の保険金請求権に基

づいて保険金を受領した場合には、その処分によって単純承認とみなされるとする。こ

れに対し、山口地徳山支判昭４０・５・１３は、相続人が保険金受取人である場合には、

保険金は相続財産でないから、処分しても単純承認とならないとしている。 

◎千葉地八日市場支判昭７・３・１９法律新聞３４０１号１２頁 

保険金受取人タルＡノ請求権ハ同人ノ死亡ニ因リ遺産相続開始ノ結果其尊属タル

父Ｂ及Ｃノ両人ニ於テ之ヲ相続シ同時ニＢの相続シタル請求権ハ更ニ家督相続ニ因

リ被告之ヲ承継スヘキモノニシテ被告固有ノ請求権ニ非サルモノト謂フヘシ被告カ

相続後財産ノ一部タル保険金及右債権ヲ処分シテ限定承認申述ノ財産目録ニ之ヲ記

載セサル以上被告ハ単純ニ家督相続ヲ承認シタルモノト看做ス 

◎山口地徳山支判昭４０・５・１３家月１８巻６号１６７頁 

相続人が保険金受取人である場合には、保険金は相続財産に属しないものであるか

ら相続人がこれを処分しても単純承認とはならないこと明らかなところである。 

(4) 考 察 

    当該事案について正面から論じた最高裁判例は見当たらないことから、実務において

は福岡高裁宮崎支決平１０・１２・２２を参考にするしかない。同判例からは次の点を
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導き出せる。 

① 多くの保険約款には「死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項が

あるので、本件保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、

相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱

しているものと解することができる。そうすると、保険金を受領しても、その行為

が民法９２１条１号本文に該当しない。 

したがって、司法書士が相続放棄の申述について相談を受けた場合は、必ず保険

約款を確認する必要がある。 

② 民法９２１条１号にいう「処分」とは、限定承認・放棄の前になされた処分のみ

を意味するが（通説・判例、大判昭５・４・２６民集９巻４２７頁）、限定承認・

放棄の後になされた処分は同条３号の問題となる（松原正明［法定単純承認］『判

例タイムズ』１１００号、３１２頁）。 

  また、相続放棄の申述が受理されたとしても、相続債権者等は、別訴において、

相続放棄の有効要件が欠けるとしてその放棄の有効性を争うことができるとされて

いるから（最判昭２９・１２・２４民集８巻１２号２３１１頁、家月７巻１号２９

頁）、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したからといって相続放棄が確定的に有

効になるとは限らず、別訴において相続放棄の有効要件の存否が争われてこれが否

定されれば、相続放棄の効力は生じないのである（坂梨喬・前掲誌１９２頁）。 

したがって、受領した保険金をもって相続債務を弁済することについては、福岡

高裁宮崎支決平１０・１２・２２が下級審判決であり、また、異論の余地もあるこ

とから、最高裁の判断が示されるまでは慎重な対応が必要である。 

 

３ 相続放棄と保険金の取得 

(1) 問題点 

   相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる（民法９３９

条）ことから、生命保険契約で保険金受取人を「相続人」と指定していた場合において、

当該相続人が相続放棄をしたときは、同時に保険金受取人としての地位も失い、保険金

を受け取ることができなくなってしまうのかが問題となる。 

(2) 学 説 

  生命保険金は、保険金受取人として指定された相続人の固有財産であるから、保険金 

受取人が相続放棄をしても保険金を受け取ることができ、相続債権者はこれを差し押さ

えることができない（前掲『新版 注釈民法(27)〔補訂版〕』［右近健男］７１頁）。 

(3) 判 例 
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   下記判例の事案は、傷害保険において受取人に指定された第１順位の相続人（妻と子）

が相続放棄したため、保険金請求権の帰属が問題になったものである。 

  ◎東京地判昭６０・１０・２５家月３８巻３号１１２頁  

まず、本件保険契約のように、保険金受取人として特定人を挙げることなく抽象的

に指定している場合には、保険契約者の意思を合理的に推測して、被指定者を特定す

べきである。 

そこで検討するに、通常、保険契約者（兼被保険者）が死亡保険金受取人を「法定

相続人」と指定した場合には、同人が死亡した時点、すなわち保険金請求権が発生し

た時点において第一順位の法定相続人である同人の配偶者及び子が生存していると

きは、同人は特にその配偶者及び子に保険金請求権を帰属させることを予定していた

ことは容易に推認することができ、たとえ、その配偶者及び子が後に相続放棄をした

としても、それにより配偶者及び子が保険金請求権を失い、右相続放棄により相続権

を取得した第二順位の法定相続人が保険金請求権を取得するということまでは予定

していないというべきである（保険契約者が死亡保険金受取人を「法定相続人」と指

定した場合には、特段の事情のない限り、被保険者死亡時における、すなわち保険金

請求権発生当時の法定相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる

他人のための保険契約と解するのが相当であり、右請求権は、保険契約の効力発生と

同時に右相続人の固有財産となり、被保険者（兼保険契約者）の遺産から離脱してい

ると解すべきである。また、右の「法定相続人たるべき者」については、民法の相続

に関する条項に従つて特定するのが保険契約者の意思に合致するが、いかなる場合で

あつても民法の条項に従つて決定するというのが保険契約者の意思であるとまでは

いい切れないのであつて、保険契約者の意思がそれと異なると解することが相当であ

ると認められる場合には、必ずしも常に民法の定める「相続人」と合致する必要はな

い。）。 

そうすると、本件では、原告らは相続放棄をしたにもかかわらず、なお死亡保険金

受取人と指定された「法定相続人」に該当し、被告に対する保険金請求権を有すると

解すべきである。 

 

 

第４ 特別受益、遺留分との関係 
 

１ 死亡保険金請求権と特別受益 

(1) 問題点  
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   民法９０３条の特別受益の制度趣旨は、共同相続人のうちに、被相続人から遺贈を受

け、あるいはその生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた

者がある場合には、相続人間の衡平をはかるべく、その価格を遺産分割の際に考慮に入

れて、すなわち遺産に持ち戻して相続分を算出するというものである（津島一郎＝松川

正毅編『基本法コンメンタール 相続』［松原正明］５８頁、日本評論社）。 

   生命保険金は、被相続人と保険会社との間の保険契約に基づき、受取人が保険会社か

ら給付を受けるもので、文理上民法９０３条１項の被相続人からの生前贈与あるいは遺

贈には該当しない（前掲『基本法コンメンタール 相続』６１頁）。また、死亡保険金請

求権は、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものでも、被保険者の稼働能

力に変わる給付でもなく、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたもの

とみることもできない（最１小判平１４・１１・５民集５６巻８号２０６９頁）。 

   他方、被相続人が保険料の支払いという形で出捐をし、相続人である受取人は、被相

続人の死亡を契機として死亡保険金請求権を取得するという実態があることから、特別

受益の制度趣旨に照らし、特別受益ないしこれに準ずるものとして取り扱うことを肯定

できないかが論議され、学説及び実務が分かれていた。 

(2) 学 説  

     通説は、被相続人が保険料を支払った場合、保険金請求権は保険料の対価たる実質を

持ち、遺贈ないし死因贈与に準ずべき財産の移転（無償処分）とみられるから、その形

式にとらわれずに、遺産分割に際して共同相続人の衡平をはかるため持戻しの対象にす

べきであるとする（前掲『基本法コンメンタール 相続』６１頁）。 

(3) 判 例  

     下級審裁判例は、生命保険金請求権の特別受益性について、肯定説、否定説、折衷説

に分かれていた状況にあったところ、最高裁は、死亡保険金請求権またはこれを行使し

て取得した死亡保険金が、民法９０３条１項の特別受益として持戻しの対象となること

を原則として否定しつつ、次のように述べ、例外的に持戻しの対象となることを認めた。 

    ◎最２小決平１６・１０・２９民集５８巻７号１９７９頁 

上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金

請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法９０３条１項に規定する遺贈

又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保

険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったも

のであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡

保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその

他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到底是認する
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ことができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、

同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象とな

ると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額

の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度

合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相 

続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきものである。 

(4) 平成１６年決定以降の判例 

   平成１６年決定以降の下級審判決は、最高裁が示した考慮事項に沿って「特段の事情」

の有無を具体的に判断している。この「特段の事情」の有無の判断要素のうち、特に保

険金の額及びこの額と遺産総額との比率が基本とされ、これに諸事情を合わせて考慮さ

れることになるものと評価されている（出口正義監著『生命保険の法律相談』２９１頁、

愛知県弁護士会法律研究部編集『Ｑ＆Ａ 遺留分の実務〔改訂版〕』７３頁所収、新日本

法規出版）。 

  ◎東京高決平１７・１０・２７家月５８巻５号９４頁 

  《事案の概要》 

子２名が相続人、遺産総額が１億１３４万円である場合、子ども１名が１億５７０

万円の死亡保険金を受領した事例で、特段の事情を認めて、死亡保険金受取額全額が

特別受益に準じて持戻しの対象になると判断した。 

  《判決要旨》 

抗告人は、被相続人が契約した生命保険の受取人になり、その保険金を受領したこ 

とによって遺産の総額に匹敵する巨額の利益を得ており、受取人が変更された時期や

その当時抗告人が被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託す

るといった明確な意図のもとに、上記変更がされたと認めることも困難であることな

どからすると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公

平が、民法９０３条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいもので

あると評価すべき特段の事情が存することが明かであるから、抗告人が受け取った死

亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となる。 

  ◎名古屋高決平１８・３・２７家月５８巻１０号６６頁 

  《事案の概要》 

後妻と先妻の子２名の計３名が相続人、遺産総額が８４２３万４１８４円（相続開

始時の時価）である場合に、後妻が５１５４万８４６円の死亡保険金を受領した事例

で、特段の事情を認めて、死亡保険金受取額全額が特別受益に準じて持戻しの対象に

なると判断した。 
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  ◎大阪家堺支審平１８・３・２２家月５８巻１０号８４頁 

  《事案の概要》 

子４名が相続人、遺産総額が６９６３万８３８９円である場合に、子１名が４２８

万９１３４円の死亡保険金を受領した事例において、特段の事情を否定して、死亡保

険金を持戻しの対象としなかった。 

  《判決要旨》 

保険契約に基づき保険金受取人とされた二男が取得した死亡保険金の合計額は約 

４３０万円で、相続財産合計額の６パーセント余りにすぎないこと、二男は被相続

人と長年生活を共にし、被相続人の入通院時の世話をしていたことなどの事情にか

んがみると、保険金受取人である二男と他の相続人との間に生ずる不公平が民法９

０３条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評

価すべき特段の事情が存在するとは認めがたいとして、同条の類推適用により死亡

保険金を持戻しの対象とすべきであるとはいえない。 

 

２ 特別受益とされた場合の受益額の算定 

(1) 問題点 

例外的に特別受益とされた場合に、受益額をどう算定するかが問題になる。この点に

つき、前掲最２小決平１６・１０・２９は説示していない。 

(2) 学 説 

①被相続人が払い込んだ保険料の総額が持戻しの対象となるとする保険料説、②受取 

人が受け取った保険金総額が持戻しの対象となるとする保険金額説、③保険契約者の死

亡時に保険契約を解除して自ら取得する解約価格をもって持戻しの対象とする解約価格

説、④受取人が取得した金額のうち、保険料負担者である被相続人において、その死亡

時までに払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額が持

戻しの対象となるとする保険金額修正説があり、④が通説である（前掲『基本法コンメ

ンタール 相続』６１頁）。 

 (3) 判 例 

   実務の取扱いは分かれており、今後の裁判例の集積を待つことになる。 

上記④の保険金額修正説をとる立場の判例は、大阪家審昭５１・１１・２５家月２９ 

巻６号２７頁、宇都宮家栃木支審平２・１２・２５家月４３巻８号６４頁がある。一方、

上記②の保険金額説をとる立場の判例は、長野家審平４・１１・６家月４６巻１号１２

８頁、前掲東京高決平１７・１０・２７、前掲名古屋高決平１８・３・２７、その原審

岐阜家審平１７・４・７家月５８巻１０号７４頁がある。 
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３ 生命保険金と遺留分 

(1) 問題点 

   生命保険金については、前掲最２小決平１６・１０・２９の判示する「特段の事情」

がない限り、その特別受益性は否定され、遺留分算定においても持戻し計算は原則とし

て行われないことになる。 

仮に特別受益性が認められ、当該生命保険金が遺留分算定の基礎となる財産に加えら

れたとしても、これを前提にした計算で遺留分を侵害された遺留分権利者は、さらに進

んで特別受益者に対して遺留分の減殺請求ができるかが問題になる。 

 (2) 学 説 

   民法１０２９条によれば、遺留分算定の基礎財産は、相続財産の価額に贈与財産（民

法１０３０条）の価額を加え、その中から相続債務を控除して算出される。 

しかし、民法１０４４条は同法９０３条を遺留分にも準用している結果、生計の資本

としての贈与、すなわち特別受益は、相続の前渡しとして相続財産に加算され、遺留分

算定の基礎となる。そして、このように持ち戻される特別受益は、一般の贈与（民法１

０３０条）とは異なり、贈与の時期、加害の認識の有無を問わず遺留分算定の基礎財産

に算入されると解することには、学説上ほぼ異論がない（前掲『Ｑ＆Ａ 遺留分の実務

〔改訂版〕』９４頁以下）。 

また、その場合、特別受益である贈与財産も遺留分減殺請求の対象となるかという点

については、積極説と消極説の両説がある。 

積極説は、遺留分算定の基礎に加算された贈与はすべて遺留分減殺請求の対象になる 

というのに対し、消極説は、上記算入された特別受益は直ちに減殺請求の対象となるも

のではなく、一般の贈与と同じく民法１０３０条の限度で減殺請求の対象になるに過ぎ

ないという。積極説が多数説である（前掲『Ｑ＆Ａ 遺留分の実務〔改訂版〕』９４頁）。 

 (3) 判 例 

   最高裁は、民法９０３条１項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象につい

て次のとおり判示した。 

   なお、前掲最１小判平１４・１１・５民集５６巻８号２０６９頁は「自己を被保険者

とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法１０３１条

に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできな

いと解するのが相当である」と判示しているが、当該事案では変更を受けた受取人は共

同相続人以外の第三者であることから、保険契約者が受取人を契約者の共同相続人の一

人に指定・変更した場合は、特別受益の問題が生じる。 

  ◎最３小判平１０・３・２４民集５２巻２号４３３頁 
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民法９０３条１項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以

前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人

の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷である

などの特段の事情のない限り、民法１０３０条の定める要件を満たさないものであっ

ても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。けだし、民法９０３条

１項の定める相続人に対する贈与は、すべて民法１０４４条、９０３条の規定により

遺留分算定の基礎となる財産に含まれるところ、右贈与のうち民法１０３０条の定め

る要件を満たさないものが遺留分減殺の対象とならないとすると、遺留分を侵害され

た相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために

右の者が遺留分相当額を確保できないことが起こり得るが、このことは遺留分制度の

趣旨を没却するものというべきであるからである。 

 

 

第５ 相続の限定承認との関係 
 

１ 死亡保険金請求権と限定承認 

(1) 問題点  

   限定承認をすれば、相続人は、たとえ相続債務および遺贈が相続財産を超過していて

も、相続財産の限度においてのみその債務を弁済すれば足り、自己の固有財産をもって

弁済する必要はない。 

   限定承認において、相続債務の引当てとなる「相続によって得た財産」（すなわち相

続財産）とは、相続人が相続開始の時に承継した「被相続人の財産に属した一切の権利

義務」（民法８９６条本文）のうちの権利に当たるもので、積極財産をいうのである（前

掲『新版 注釈民法(27)〔補訂版〕』［小室直人・浦野由紀子］５４２頁）。 

   限定承認との関係で、とくに問題となることの多いのは、被相続人を被保険者とする

生命保険金請求権である。 

 (2) 学 説 

   後述のような判例の態度に対しては、保険金受取人が指定されている場合でも、その

実質は遺贈もしくは死因贈与と異なるところはなく、指定の有無で区別するのは形式的

であり、かつ、相続人を受取人に指定することによって、財産隠匿の手段に悪用され、

しかもその詐害性を立証することは困難であるとして、相続債権者の保護の見地から反

対する学説（近藤英吉・相続法下８５５頁、我妻榮＝唄孝一・相続法〔判例コンメンタ

ール〕７０頁）がある（前掲『新版 注釈民法(27)〔補訂版〕』［小室直人・浦野由紀子］
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５４３頁）。 

(3) 判 例 

   相続人が取得する生命保険金請求権が相続財産となるか否かについて、判例は受取人

の指定方法によって判断する。すなわち、保険契約者（被相続人）が、保険金受取人を

指定すれば、それによって保険金請求権は保険契約者の財産から離脱しているから、そ

の死亡によって相続財産となることはなく（大判昭１１・５・１３民集１５巻８８７頁）、

受取人を指定しないで死亡した場合にだけ、それが相続財産になる（泉久雄＝野田愛子

編『民法Ⅹ〔相続〕』［竹下史郎］３４０頁以下、青林書院）。 

したがって、保険金受取人の指定があると、保険金受取人は、相続によって保険金請

求権を取得するのではなく、それは原始取得であり、保険金受取人が限定承認をすれば

保険金は相続債務の引き当てとならないので、相続債権者に保険金で弁済する必要はな

い。 

  ◎大判昭１１・５・１３民集１５巻８８７頁 

   ［判旨］ 保険契約者カ自己ヲ被保険者兼保険受取人ト定ムスト同時ニ被保険者死亡

ノ時ハ被保険者ノ相続人某ヲ保険受取人タラシムヘキ旨特ニ其ノ氏名ヲ表示シテ契

約シタル場合ニハ被保険者死亡ト同時ニ該保険金請求権ハ右特定相続人ノ固有財産

ニ属シ其ノ相続財産タル性質ヲ有セサルモノトスル 

   ［要旨］ 上記保険者死亡ノ時ハ其ノ長男タル相続人某ヲ保険金受取人タラシムヘキ

旨特ニ其ノ氏名ヲ表示シテ契約シタル場合ニ在ツテハ被保険者死亡ト同時ニ前示保

険金請求権ハ該保険契約ノ効力トシテ当然右特定相続人ノ固有財産ニ属スヘク其ノ

相続財産タル性質ヲ有スヘキモノニ非スト解スルヲ相当トス果シテ然ラハ此ノ場合

右相続人ニ於テ家督相続開始ノ後適法ニ限定承認ノ手続ヲ執リタル以上其ノ被相続

人ニ対スル債権者ニ於テ該保険金請求権ヲ差押ヘ之カ転付ヲ受クルコトヲ得サルモ

ノト謂ハサルヲ得ス 

 

 

第６ 一応のまとめ 
 

１ 保険約款を必ず確認すること 

司法書士が遺産分割協議あるいは相続放棄申述等の相続手続きをめぐる相談や具体的な

業務の依頼を受けた場合、残された財産の中に保険金請求権があるときは、それが相続財

産となるか否かについて判断することになる。 

判例の態度は、保険契約者（被相続人）が、保険金受取人を指定すれば、それによって
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保険金請求権は保険契約者の財産から離脱しており、その死亡によって相続財産とはなら

ず、受取人を指定しないで死亡したときだけ相続財産となる。しかし、保険契約者が自己

を被保険者兼保険金受取人とし、他者を保険金受取人に指定しなかった場合でも、多くの

保険約款には「被保険者の相続人に支払います」との条項が存在することから、保険金受

取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになる（前掲最２小判昭４８・６・２９）。

そうすると、保険金請求権が相続財産となる事例は極めて少ないものと考えられる。 

したがって、保険契約者（被相続人）が、受取人を指定しないで死亡したとき、あるい

は被保険者兼保険金受取人としているときは、必ず保険約款を確認する必要がある。 

 

２ 自分の目で保険証書と保険約款を確認すること 

最初に保険金請求権ついての相続財産性の認定を誤ると、その後の司法書士による助言

や業務処理が誤ったものになることは至極当然である。 

“素人”である依頼者はもちろんのこと、保険会社の現場担当者は、死亡を契機として

「相続人」に保険金を支払う手続きを「相続手続き」と誤認していることが多い。また、

司法書士の中にも、ごく少数ではあるものの、保険金請求権の法的性質に関する知識を持

たず、単に「死亡」「相続人」という用語の語感や相続の一般理論から、保険金請求権を

相続財産と軽はずみに判断する者がいる。 

そうした事情からも、後日、専門家責任を問われる立場にある司法書士が、その判断の

根幹にかかわる重要な情報を“素人”達からの事情聴取という方法だけに頼って入手する

ことは、非常に危険である。手を抜かずに保険証書と保険約款の提示を求め、自分自身の

目で確認することを勧める。 

 

３ 蛇 足 ／ 自己研鑽による過誤防止 

  最後に蛇足を述べる。加藤新太郎判事は、「弁護過誤を避けるために」という論文（判

タ１３２１号５頁）の中で、「技能なき弁護士は素人より怖い」と述べ、知識を備え、技

能をアップすることは全てを解決すると指摘する。弁護過誤を回避する基本は、何といっ

ても弁護士の力量にあると述べている。要は、自己研鑽に努めよということである（髙中

正彦ほか『弁護士の失敗学』１０２頁、ぎょうせい）。 

  「弁護士」を「司法書士」に置き換えて自戒としたい。 

 

 

          無知を恐れることなかれ、偽りの知識を恐れよ。 

                  パスカル 


