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旧親族法・旧相続法（昭和２２年法律第２２２号による改正前の民法第４編・第５編） 

   

第４編 親族 

第１章 総則 

  

第７２５条 左に掲けたる者は之を親族とす 

 一 ６親等内の血族 

 二 配偶者 

 三 ３親等内の姻族 

  

第７２６条 親等は親族間の世数を算して之を定む 

傍系親の親等を定むるには其一人又は其配偶者より同始祖に遡り其始祖より他の一人

に下るまての世数に依る 

  

第７２７条  養子と養親及ひ其血族との間に於ては養子縁組の日より血族間に於けると同

一の親族関係を生す 

  

第７２８条  継父母と継子と又嫡母と庶子との間に於ては親子間に於けると同一の親族関

係を生す 

  

第７２９条 姻族関係及ひ前条の親族関係は離婚に因りて止む 

 夫婦の一方か死亡したる場合に於て生存配偶者か其家を去りたるとき亦同し 

  

第７３０条 養子と養親及ひ其血族との親族関係は離縁に因りて止む 

 養親か養家を去りたるときは其者及ひ其実方の血族と養子との親族関係は之に因りて止

む 

 養子の配偶者、直系卑属又は其配偶者か養子の離縁に因りて之と共に養家を去りたると

きは其者と養親及ひ其血族との親族関係は之に因りて止む 

  

第７３１条  第７２９条第２項及ひ前条第２項の規定は本家相続、分家及ひ廃絶家再興の

場合には之を適用せす 

  

第２章 戸主及ひ家族 

  

第１節 総則 

  

第７３２条 戸主の親族にして其家に在る者及ひ其配偶者は之を家族とす 

 戸主の変更ありたる場合に於ては旧戸主及ひ其家族は新戸主の家族とす 
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第７３３条 子は父の家に入る 

 父の知れさる子は母の家に入る 

 父母共に知れさる子は一家を創立す 

  

第７３４条 父か子の出生前に離婚又は離縁に因りて其家を去りたるときは前条第１項の規

定は懐胎の始に遡りて之を適用す 

 前項の規定は父母か共に其家を去りたる場合には之を適用せす。但母か子の出生前に

復籍を為したるときは此限に在らす 

  

第７３５条 家族の庶子及ひ私生子は戸主の同意あるに非されは其家に入ることを得す 

 庶子か父の家に入ることを得さるときは母の家に入る 

私生子か母の家に入ることを得さるときは一家を創立す 

  

第７３６条  女戸主か入夫婚姻を為したるときは入夫は其家の戸主と為る。但当事者か婚

姻の当時反対の意思を表示したるときは此限に在らす 

  

第７３７条 戸主の親族にして他家に在る者は戸主の同意を得て其家族と為ことを得。但其

者か他家の家族たるときは其家の戸主の同意を得ることを要す 

 前項に掲けたる者か未成年者なるときは親権を行ふ父若くは母又は後見人の同意を得

ることを要す 

 

 (参考 ) 第３条 満２０年を以て成年とする 

 

第７３８条 婚姻又は養子縁組に因りて他家に入りたる者か其配偶者又は養親の親族に非

さる自己の親族を婚家又は養家の家族と為さんと欲するときは前条の規定に依る外其配

偶者又は養親の同意を得ることを要す 

 婚家又は養家を去りたる者か其家に在る自己の直系卑属を自家の家族と為さんと欲する

とき亦同し 

  

第７３９条 婚姻又は養子縁組に因りて他家に入りたる者は離婚又は離縁の場合に於て実

家に復籍す 

  

第７４０条  前条の規定に依りて実家に復籍すへき者か実家の廃絶に因りて復籍を為すこ

と能はさるときは一家を創立す。但実家を再興することを妨けす 

  

第７４１条  婚姻又は養子縁組に因りて他家に入りたる者か更に婚姻又は養子縁組に因り

て他家に入らんと欲するときは婚家又は養家及ひ実家の戸主の同意を得ることを要す 

 前項の場合に於て同意を為ささりし戸主は婚姻又は養子縁組の日より１年内に復籍を拒

むことを得 
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第７４２条 離籍せられたる家族は一家を創立す。他家に入りたる後復籍を拒まれたる者か

離婚又は離縁に因りて其家を去りたるとき亦同し 

  

第７４３条  家族は戸主の同意あるときは他家を相続し、分家を為し又は廃絶したる本家、

分家、同家其他親族の家を再興することを得。但未成年者は親権を行ふ父若くは母又は

後見人の同意を得ることを要す 

 家族か分家を為す場合に於ては戸主の同意を得て自己の直系卑属を分家の家族と為

すことを得 

 前項の場合に於て直系卑属か満１５年以上なるときは其同意を得ることを要す 

  

第７４４条  法定の推定家督相続人は他家に入り又は一家を創立することを得す。但本家

相続の必要あるときは此限に在らす 

 前項の規定は第７５０条第２項の適用を妨けす 

  

第７４５条 夫か他家に入り又は一家を創立したるときは妻は之に随ひて其家に入る 

  

    第２節 戸主及ひ家族の権利義務 

  

第７４６条 戸主及ひ家族は其家の氏を称す 

  

第７４７条 戸主は其家族に対して扶養の義務を負ふ 

  

第７４８条 家族か自己の名に於て得たる財産は其特有財産とす 

 戸主又は家族の孰れに属するか分明ならさる財産は戸主の財産と推定す 

  

第７４９条 家族は戸主の意に反して其居所を定むることを得す 

 家族か前項の規定に違反して戸主の指定したる居所に在らさる間は戸主は之に対して

扶養の義務を免る 

 前項の場合に於て戸主は相当の期間を定め其指定したる場所に居所を転すへき旨を催

告することを得。若し家族か其催告に応せさるときは戸主は之を離籍することを得。但其家

族か未成年者なるときは此限に在らす 

  

第７５０条 家族か婚姻又は養子縁組を為すには戸主の同意を得ることを要す 

 家族か前項の規定に違反して婚姻又は養子縁組を為したるときは戸主は其婚姻又は養

子縁組の日より１年内に離籍を為し又は復籍を拒むことを得 

 家族か養子を為したる場合に於て前項の規定に従ひ離籍せられたるときは其養子は養

親に随ひて其家に入る 

  

第７５１条 戸主か其権利を行ふこと能はさるときは親族会之を行ふ。但戸主に対して親権
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を行ふ者又は後見人あるときは此限に在らす 

  

    第３節 戸主権の喪失 

  

第７５２条 戸主は左に掲けたる条件の具備するに非されは隠居を為すことを得す 

 一 満６０年以上なること 

 二 完全の能力を有する家督相続人か相続の単純承認を為すこと 

  

第７５３条  戸主か疾病、本家の相続又は再興其他已むことを得さる事由に因りて爾後家

政を執ること能はさるに至りたるときは前条の規定に拘はらす裁判所の許可を得て隠居を

為すことを得。但法定の推定家督相続人あらさるときは予め家督相続人たるへき者を定め

其承認を得ることを要す 

  

第７５４条 戸主か婚姻に因りて他家に入らんと欲するときは前条の規定に従ひ隠居を為す

ことを得 

 戸主か隠居を為さすして婚姻に因り他家に入らんと欲する場合に於て戸籍吏か其届出を

受理したるときは其戸主は婚姻の日に於て隠居を為したるものと看做す 

  

第７５５条 女戸主は年齢に拘はらす隠居を為すことを得 

 有夫の女戸主か隠居を為すには其夫の同意を得ることを要す。但夫は正当の理由ある

に非されは其同意を拒むことを得す 

  

第７５６条 無能力者か隠居を為すには其法定代理人の同意を得ることを要せす 

  

第７５７条 隠居は隠居者及ひ其家督相続人より之を戸籍吏に届出つるに因りて其効力を

生す 

  

第７５８条 隠居者の親族及ひ検事は隠居届出の日より３箇月内に第７５２条又は第７５３条

の規定に違反したる隠居の取消を裁判所に請求することを得 

 女戸主か第７５５条第２項の規定に違反して隠居を為したるときは夫は前項の期間内に

其取消を裁判所に請求することを得 

  

第７５９条 隠居者又は家督相続人か詐欺又は強迫に因りて隠居の届出を為したるときは

隠居者又は家督相続人は其詐欺を発見し又は強迫を免れたる時より１年内に隠居の取消

を裁判所に請求することを得。但追認を為したるときは此限に在らす 

 隠居者又は家督相続人か詐欺を発見せす又は強迫を免れさる間は其親族又は検事より

隠居の取消を請求することを得。但其請求の後隠居者又は家督相続人か追認を為したる

ときは取消権は之に因りて消滅す 

 前２項の取消権は隠居届出の日より１０年を経過したるときは時効に因りて消滅す 
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第７６０条  隠居の取消前に家督相続人の債権者と為りたる者は其取消に因りて戸主たる

者に対して弁済の請求を為すことを得。但家督相続人に対する請求を妨けす 

 債権者か債権取得の当時隠居取消の原因の存することを知りたるときは家督相続人に

対してのみ弁済の請求を為すことを得。家督相続人か家督相続前より負担せる債務及ひ

其一身に専属する債務に付き亦同し 

  

第７６１条  隠居又は入夫婚姻に因る戸主権の喪失は前戸主又は家督相続人より前戸主

の債権者及ひ債務者に其通知を為すに非されは之を以て其債権者及ひ債務者に対抗す

ることを得す 

  

第７６２条 新に家を立てたる者は其家を廃して他家に入ることを得 

 家督相続に因りて戸主と為りたる者は其家を廃することを得す。但本家の相続又は再興

其他正当の事由に因り裁判所の許可を得たるときは此限に在らす 

  

第７６３条 戸主か適法に廃家して他家に入りたるときは其家族も亦其家に入る 

  

第７６４条  戸主を失ひたる家に家督相続人なきときは絶家したるものとし其家族は各一家

を創立す。但子は父に随ひ又父か知れさるとき、他家に在るとき若くは死亡したるときは母

に随ひて其家に入る 

 前項の規定は第７４５条の適用を妨けす 

  

   第３章 婚姻 

  

    第１節 婚姻の成立 

  

     第１款 婚姻の要件 

  

第７６５条 男は満１７年女は満１５年に至らされは婚姻を為すことを得す 

  

第７６６条 配偶者ある者は重ねて婚姻を為すことを得す 

  

第７６７条 女は前婚の解消又は取消の日より６箇月を経過したる後に非されは再婚を為す

ことを得す 

 女か前婚の解消又は取消の前より懐胎したる場合に於ては其分娩の日より前項の規定

を適用せす 

  

第７６８条 姦通に因りて離婚又は刑の宣告を受けたる者は相姦者と婚姻を為すことを得す 

  

第７６９条  直系血族又は３親等内の傍系血族の間に於ては婚姻を為すことを得す。但養

子と養方の傍系血族との間は此限に在らす 
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第７７０条  直系姻族の間に於ては婚姻を為すことを得す。第７２９条の規定に依り姻族関

係か止みたる後亦同し 

  

第７７１条 養子、其配偶者、直系卑属又は其配偶者と養親又は其直系尊属との間に於て

は第７３０条の規定に依り親族関係か止みたる後と雖も婚姻を為すことを得す 

  

第７７２条  子か婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す。但男か満３０年

女か満２５年に達したる後は此限に在らす 

 父母の一方か知れさるとき、死亡したるとき、家を去りたるとき又は其意思を表示すること

能はさるときは他の一方の同意のみを以て足る 

 父母共に知れさるとき、死亡したるとき、家を去りたるとき又は其意思を表示すること能はさ

るときは未成年者は其後見人及ひ親族会の同意を得ることを要す 

  

第７７３条 継父母又は嫡母か子の婚姻に同意せさるときは子は親族会の同意を得て婚姻

を為すことを得 

  

第７７４条 禁治産者か婚姻を為すには其後見人の同意を得ることを要せす 

  

第７７５条 婚姻は之を戸籍吏に届出つるに因りて其効力を生す 

 前項の届出は当事者双方及ひ成年の証人２人以上より口頭にて又は署名したる書面を

以て之を為すことを要す 

  

第７７６条 戸籍吏は婚姻か第７４１条第１項、第７４４条第１項、第７５０条第１項、第７５４条

第１項、第７６５条乃至第７７３条及ひ前条第２項の規定其他の法令に違反せさることを認

めたる後に非されは其届出を受理することを得す。但婚姻か第７４１条第１項又は第７５０条

第１項の規定に違反する場合に於て戸籍吏か注意を為したるに拘はらす当事者か其届出

を為さんと欲するときは此限に在らす 

  

第７７７条 外国に在る日本人間に於て婚姻を為さんと欲するときは其国に駐在する日本の

公使又は領事に其届出を為すことを得。此場合に於ては前２条の規定を準用す 

  

     第２款 婚姻の無効及ひ取消 

  

第７７８条 婚姻は左の場合に限り無効とす 

 一 人違其他の事由に因り当事者間に婚姻を為す意思なきとき 

 二  当事者か婚姻の届出を為ささるとき。但其届出か第７７５条第２項に掲けたる条件を

欠くに止まるときは婚姻は之か為めに其効力を妨けらるることなし 

  

第７７９条 婚姻は後７条の規定に依るに非されは之を取消すことを得す 
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第７８０条 第７６５条乃至第７７１条の規定に違反したる婚姻は各当事者、其戸主、親族又

は検事より其取消を裁判所に請求することを得。但検事は当事者の一方か死亡したる後は

之を請求することを得す 

 第７６６条乃至第７６８条の規定に違反したる婚姻に付ては当事者の配偶者又は前配偶

者も亦其取消を請求することを得 

  

第７８１条  第７６５条の規定に違反したる婚姻は不適齢者か適齢に達したるときは其取消

を請求することを得す 

 不適齢者は適齢に達したる後尚ほ３箇月間其婚姻の取消を請求することを得。但適齢に

達したる後追認を為したるときは此限に在らす 

  

第７８２条 第７６７条の規定に違反したる婚姻は前婚の解消若くは取消の日より６箇月を経

過し又は女か再婚後懐胎したるときは其取消を請求することを得す 

  

第７８３条  第７７２条の規定に違反したる婚姻は同意を為す権利を有せし者より其取消を

裁判所に請求することを得。同意か詐欺又は強迫に因りたるとき亦同し 

  

第７８４条 前条の取消権は左の場合に於て消滅す 

 一 同意を為す権利を有せし者か婚姻ありたることを知りたる後又は詐欺を発見し若くは

強迫を免れたる後６箇月を経過したるとき 

 二 同意を為す権利を有せし者か追認を為したるとき 

 三 婚姻届出の日より２年を経過したるとき 

  

第７８５条 詐欺又は強迫に因りて婚姻したる者は其婚姻の取消を裁判所に請求することを

得 

 前項の取消権は当事者か詐欺を発見し若くは強迫を免れたる後３箇月を経過し又は追

認を為したるときは消滅す 

  

第７８６条  壻養子縁組の場合に於ては各当事者は縁組の無効又は取消を理由として婚

姻の取消を裁判所に請求することを得。但縁組の無効又は取消の請求に付帯して婚姻の

取消を請求することを妨けす 

 前項の取消権は当事者か縁組の無効なること又は其取消ありたることを知りたる後３箇月

を経過し又は其取消権を放棄したるときは消滅す 

  

第７８７条 婚姻の取消は其効力を既往に及ほさす 

 婚姻の当時其取消の原因の存することを知らさりし当事者か婚姻に因りて財産を得たると

きは現に利益を受くる限度に於て其返還を為すことを要す 

 婚姻の当時其取消の原因の存することを知りたる当事者は婚姻に因りて得たる利益の全

部を返還することを要す。尚ほ相手方か善意なりしときは之に対して損害賠償の責に任す 
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    第２節 婚姻の効力 

  

第７８８条 妻は婚姻に因りて夫の家に入る 

 入夫及ひ壻養子は妻の家に入る 

  

第７８９条 妻は夫と同居する義務を負ふ 

 夫は妻をして同居を為さしむることを要す 

  

第７９０条 夫婦は互に扶養を為す義務を負ふ 

  

第７９１条 妻か未成年者なるときは成年の夫は其後見人の職務を行ふ 

  

第７９２条 夫婦間に於て契約を為したるときは其契約は婚姻中何時にても夫婦の一方より

之を取消すことを得。但第三者の権利を害することを得す 

  

    第３節 夫婦財産制 

  

     第１款 総則 

  

第７９３条  夫婦か婚姻の届出前に其財産に付き別段の契約を為ささりしときは其財産関

係は次款に定むる所に依る 

  

第７９４条 夫婦か法定財産制に異なりたる契約を為したるときは婚姻の届出まてに其登記

を為すに非されは之を以て夫婦の承継人及ひ第三者に対抗することを得す 

  

第７９５条  外国人か夫の本国の法定財産制に異なりたる契約を為したる場合に於て婚姻

の後日本の国籍を取得し又は日本に住所を定めたるときは１年内に其契約を登記するに

非されは日本に於ては之を以て夫婦の承継人及ひ第三者に対抗することを得す 

  

第７９６条 夫婦の財産関係は婚姻届出の後は之を変更することを得す 

 夫婦の一方か他の一方の財産を管理する場合に於て管理の失当に因り其財産を危くし

たるときは他の一方は自ら其管理を為さんことを裁判所に請求することを得 

 共有財産に付ては前項の請求と共に其分割を請求することを得 

  

第７９７条 前条の規定又は契約の結果に依り管理者を変更し又は共有財産の分割を為し

たるときは其登記を為すに非されは之を以て夫婦の承継人及ひ第三者に対抗することを

得す 

  

     第２款 法定財産制 
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第７９８条 夫は婚姻より生する一切の費用を負担す。但妻か戸主たるときは妻之を負担す 

 前項の規定は第７９０条及ひ第８章の規定の適用を妨けす 

  

第７９９条 夫又は女戸主は用方に従ひ其配偶者の財産の使用及ひ収益を為す権利を有

す 

 夫又は女戸主は其配偶者の財産の果実中より其債務の利息を払ふことを要す 

  

第８００条 第５９５条及ひ第５９８条の規定は前条の場合に之を準用す 

  

第８０１条 夫は妻の財産を管理す 

 夫か妻の財産を管理すること能はさるときは妻自ら之を管理す 

  

第８０２条  夫か妻の為めに借財を為し、妻の財産を譲渡し、之を担保に供し又は第６２条

の期間を超えて其賃貸を為すには妻の承諾を得ることを要す。但管理の目的を以て果実

を処分するは此限に在らす 

  

第８０３条 夫か妻の財産を管理する場合に於て必要ありと認むるときは裁判所は妻の請求

に因り夫をして其財産の管理及ひ返還に付き相当の担保を供せしむることを得 

  

第８０４条 日常の家事に付ては妻は夫の代理人と看做す 

 夫は前項の代理権の全部又は一部を否認することを得。但之を以て善意の第三者に対

抗することを得す 

  

第８０５条  夫か妻の財産を管理し又は妻か夫の代理を為す場合に於ては自己の為めに

すると同一の注意を為すことを要す 

  

第８０６条  第６５４条及ひ第６５５条の規定は夫か妻の財産を管理し又は妻か夫の代理を

為す場合に之を準用す 

  

第８０７条 妻又は入夫か婚姻前より有せる財産及ひ婚姻中自己の名に於て得たる財産は

其特有財産とす 

 夫婦の孰れに属するか分明ならさる財産は夫又は女戸主の財産と推定す 

  

    第４節 離婚 

  

     第１款 協議上の離婚 

  

第８０８条 夫婦は其協議を以て離婚を為すことを得 
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第８０９条  満２５年に達せさる者か協議上の離婚を為すには第７７２条及ひ第７７３条の規

定に依り其婚姻に付き同意を為す権利を有する者の同意を得ることを要す 

  

第８１０条 第７７４条及ひ第７７５条の規定は協議上の離婚に之を準用す 

  

第８１１条  戸籍吏は離婚か第７７５条第２項及ひ第８９条の規定其他の法令に違反せさる

ことを認めたる後に非されは其届出を受理することを得す 

 戸籍吏か前項の規定に違反して届出を受理したるときと雖も離婚は之か為めに其効力を

妨けらるることなし 

  

第８１２条 協議上の離婚を為したる者か其協議を以て子の監護を為すへき者を定めさりし

ときは其監護は父に属す 

 父か離婚に因りて婚家を去りたる場合に於ては子の監護は母に属す 

 前２項の規定は監護の範囲外に於て父母の権利義務に変更を生することなし 

  

     第２款 裁判上の離婚 

  

第８１３条 夫婦の一方は左の場合に限り離婚の訴を提起することを得 

 一 配偶者か重婚を為したるとき 

 二 妻か姦通を為したるとき 

 三 夫か姦通罪に因りて刑に処せられたるとき 

 四  配偶者か偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物に関する

罪若くは刑法第１７５条第２６０条に掲けたる罪に因りて軽罪以上の刑に処せられ又は其他

の罪に因りて重禁錮３年以上の刑に処せられたるとき 

 五 配偶者より同居に堪へさる虐待又は重大なる侮辱を受けたるとき 

 六 配偶者より悪意を以て遺棄せられたるとき 

 七 配偶者の直系尊属より虐待又は重大なる侮辱を受けたるとき 

 八 配偶者か自己の直系尊属に対して虐待を為し又は之に重大なる侮辱を加へたるとき 

 九 配偶者の生死か３年以上分明ならさるとき 

 十  壻養子縁組の場合に於て離縁ありたるとき又は養子か家女と婚姻を為したる場合に

於て離縁若くは縁組の取消ありたるとき 

  

第８１４条 前条第１号乃至第４号の場合に於て夫婦の一方か他の一方の行為に同意した

るときは離婚の訴を提起することを得す 

 前条第１号乃至第７号の場合に於て夫婦の一方か他の一方又は其直系尊属の行為を

宥恕したるとき亦同し 

  

第８１５条 第８１３条第４号に掲けたる処刑の宣告を受けたる者は其配偶者に同一の事由

あることを理由として離婚の訴を提起することを得す 
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第８１６条 第８１３条第１号乃至第８号の事由に因る離婚の訴は之を提起する権利を有す

る者か離婚の原因たる事実を知りたる時より１年を経過したる後は之を提起することを得す。

其事実発生の時より１０年を経過したる後亦同し 

  

第８１７条  第８１３条第９号の事由に因る離婚の訴は配偶者の生死か分明と為りたる後は

之を提起することを得す 

  

第８１８条 第８１３条第１０号の場合に於て離縁又は縁組取消の請求ありたるときは之に付

帯して離婚の請求を為すことを得 

 第８１３条第１０号の事由に因る離婚の訴は当事者か離縁又は縁組の取消ありたることを

知りたる後３箇月を経過し又は離婚請求の権利を放棄したるときは之を提起することを得す 

  

第８１９条  第８１２条の規定は裁判上の離婚に之を準用す。但裁判所は子の利益の為め

其監護に付き之に異なりたる処分を命することを得 

  

   第４章 親子 

  

    第１節 実子 

  

     第１款 嫡出子 

  

第８２０条 妻か婚姻中に懐胎したる子は夫の子と推定す 

 婚姻成立の日より２００日後又は婚姻の解消若くは取消の日より３００日内に生れたる子は

婚姻中に懐胎したるものと推定す 

  

第８２１条 第７６７条第１項の規定に違反して再婚を為したる女か分娩したる場合に於て前

条の規定に依り其子の父を定むること能はさるときは裁判所之を定む 

  

第８２２条 第８２０条の場合に於て夫は子の嫡出なることを否認することを得 

  

第８２３条 前条の否認権は子又は其法定代理人に対する訴に依りて之を行ふ。但夫か子

の法定代理人なるときは裁判所は特別代理人を選任することを要す 

  

第８２４条 夫か子の出生後に於て其嫡出なることを承認したるときは其否認権を失ふ 

  

第８２５条 否認の訴は夫か子の出生を知りたる時より１年内に之を提起することを要す 

  

第８２６条 夫か未成年者なるときは前条の期間は其成年に達したる時より之を起算す。但

夫か成年に達したる後に子の出生を知りたるときは此限に在らす 

 夫か禁治産者なるときは前条の期間は禁治産の取消ありたる後夫か子の出生を知りたる
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時より之を起算す 

  

     第２款 庶子及ひ私生子 

  

第８２７条 私生子は其父又は母に於て之を認知することを得 

 父か認知したる私生子は之を庶子とす 

  

第８２８条  私生子の認知を為すには父又は母か無能力者なるときと雖も其法定代理人の

同意を得ることを要せす 

  

第８２９条 私生子の認知は戸籍吏に届出つるに依りて之を為す 

 認知は遺言に依りても亦之を為すことを得 

  

第８３０条 成年の私生子は其承諾あるに非されは之を認知することを得す 

  

第８３１条 父は胎内に在る子と雖も之を認知することを得。此場合に於ては母の承諾を得

ることを要す 

 父又は母は死亡したる子と雖も其直系卑属あるときに限り之を認知することを得。此場合

に於て其直系卑属か成年者なるときは其承諾を得ることを要す 

  

第８３２条  認知は出生の時に遡りて其効力を生す。但第三者か既に取得したる権利を害

することを得す 

  

第８３３条 認知を為したる父又は母は其認知を取消すことを得す 

  

第８３４条 子其他の利害関係人は認知に対して反対の事実を主張することを得 

  

第８３５条  子、其直系卑属又は此等の者の法定代理人は父又は母に対して認知を求む

ることを得 

  

第８３６条 庶子は其父母の婚姻に因りて嫡出子たる身分を取得す 

 婚姻中父母か認知したる子は其認知の時より嫡出子たる身分を取得す 

 前２項の規定は子か既に死亡したる場合に之を準用す 

  

    第２節 養子 

  

     第１款 縁組の要件 

  

第８３７条 成年に達したる者は養子を為すことを得 
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第８３８条 尊属又は年長者は之を養子と為すことを得す 

  

第８３９条  法定の推定家督相続人たる男子ある者は男子を養子と為すことを得す。但女

壻と為す為めにする場合は此限に在らす 

  

第８４０条  後見人は被後見人を養子と為すことを得す。其任務か終了したる後未た管理

の計算を終はらさる間亦同し 

  

第８４１条 配偶者ある者は其配偶者と共にするに非されは縁組を為すことを得す 

 夫婦の一方か他の一方の子を養子と為すには他の一方の同意を得るを以て足る 

  

第８４２条 前条第１項の場合に於て夫婦の一方か其意思を表示すること能はさるときは他

の一方は双方の名義を以て縁組を為すことを得 

  

第８４３条  養子と為へき者か１５年未満なるときは其家に在る父母之に代はりて縁組の承

諾を為すことを得 

 継父母又は嫡母か前項の承諾を為すには親族会の同意を得ることを要す 

  

第８４４条  成年の子か養子を為し又は満１５年以上の子か養子と為るには其家に在る父

母の同意を得ることを要す 

  

第８４５条  縁組又は婚姻に因りて他家に入りたる者か更に養子として他家に入らんと欲す

るときは実家に在る父母の同意を得ることを要す。但妻か夫に随ひて他家に入るは此限に

在らす 

  

第８４６条 第７７２条第２項及ひ第３項の規定は前３条の場合に之を準用す 

 第７７３条の規定は前２条の場合に之を準用す 

  

第８４７条 第７７４条及ひ第７７５条の規定は縁組に之を準用す 

  

第８４８条  養子を為さんと欲する者は遺言を以て其意思を表示することを得。此場合に於

ては遺言執行者、養子と為るへき者又は第８４３条の規定に依り之に代はりて承諾を為した

る者及ひ成年の証人２人以上より遺言か効力を生したる後遅滞なく縁組の届出を為すこと

を要す 

 前項の届出は養親の死亡の時に遡りて其効力を生す 

  

第８４９条 戸籍吏は縁組か第７４１条第１項、第７４４条第１項、第７５０条第１項及ひ前１２

条の規定其他の法令に違反せさることを認めたる後に非されは其届出を受理することを得

す 

 第７７６条但書の規定は前項の場合に之を準用す 
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第８５０条 外国に在る日本人間に於て縁組を為さんと欲するときは其国に駐在する日本の

公使又は領事に其届出を為すことを得。此場合に於ては第７７５条及ひ前２条の規定を準

用す 

  

     第２款 縁組の無効及ひ取消 

  

第８５１条 縁組は左の場合に限り無効とす 

 一 人違其他の事由に因り当事者間に縁組を為す意思なきとき 

 二  当事者か縁組の届出を為ささるとき。但其届出か第７７５条第２項及ひ第８４８条第１

項に掲けたる条件を欠くに止まるときは縁組は之か為めに其効力を妨けらるることなし 

  

第８５２条 縁組は後７条の規定に依るに非されは之を取消すことを得す 

  

第８５３条 第８３７条の規定に違反したる縁組は養親又は其法定代理人より其取消を裁判

所に請求することを得。但養親か成年に達したる後６箇月を経過し又は追認を為したるとき

は此限に在らす 

  

第８５４条 第８３８条又は第８３９条の規定に違反したる縁組は各当事者、其戸主又は親族

より其取消を裁判所に請求することを得 

  

第８５５条 第８４０条の規定に違反したる縁組は養子又は其実方の親族より其取消を裁判

所に請求することを得。但管理の計算か終はりたる後養子か追認を為し又は６箇月を経過

したるときは此限に在らす 

 追認は養子か成年に達し又は能力を回復したる後之を為すに非されは其効なし 

 養子か成年に達せす又は能力を回復せさる間に管理の計算か終はりたる場合に於ては

第１項但書の期間は養子か成年に達し又は能力を回復したる時より之を起算す 

  

第８５６条 第８４１条の規定に違反したる縁組は同意を為ささりし配偶者より其取消を裁判

所に請求することを得。但其配偶者か縁組ありたることを知りたる後６箇月を経過したるとき

は追認を為したるものと看做す 

  

第８５７条 第８４４条乃至第８４６条の規定に違反したる縁組は同意を為す権利を有せし者

より其取消を裁判所に請求することを得。同意か詐欺又は縁迫に因りたるとき亦同し 

 第７８４条の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第８５８条  壻養子縁組の場合に於ては各当事者は婚姻の無効又は取消を理由として縁

組の取消を裁判所に請求することを得。但婚姻の無効又は取消の請求に付帯して縁組の

取消を請求することを妨けす 

 前項の取消権は当事者か婚姻の無効なること又は其取消ありたることを知りたる後６箇月
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を経過し又は其取消権を放棄したるときは消滅す 

  

第８５９条 第７８５条及ひ第７８７条の規定は縁組に之を準用す。但第７８５条第２項の期間

は之を６箇月とす 

  

     第３款 縁組の効力 

  

第８６０条 養子は縁組の日より養親の嫡出子たる身分を取得す 

  

第８６１条 養子は縁組に因りて養親の家に入る 

  

     第４款 離縁 

  

第８６２条 縁組の当事者は其協議を以て離縁を為すことを得 

 養子か１５年未満なるときは其離縁は養親と養子に代はりて縁組の承諾を為す権利を有

する者との協議を以て之を為す 

 養親か死亡したる後養子か離縁を為さんと欲するときは戸主の同意を得て之を為すことを

得 

  

第８６３条  満２５年に達せさる者か協議上の離縁を為すには第８４４条の規定に依り其縁

組に付き同意を為す権利を有する者の同意を得ることを要す 

 第７７２条第２項、第３項及ひ第７７３条の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第８６４条 第７７４条及ひ第７７５条の規定は協議上の離縁に之を準用す 

  

第８６５条 戸籍吏は離縁か第７７５条第２項、第８６２条及ひ第８６３条の規定其他の法令に

違反せさることを認めたる後に非されは其届出を受理することを得す 

 戸籍吏か前項の規定に違反して届出を受理したるときと雖も離縁は之か為めに其効力を

妨けらるることなし 

  

第８６６条 縁組の当事者の一方は左の場合に限り離縁の訴を提起することを得 

 一 他の一方より虐待又は重大なる侮辱を受けたるとき 

 二 他の一方より悪意を以て遺棄せられたるとき 

 三 養親の直系尊属より虐待又は重大なる侮辱を受けたるとき 

 四 他の一方か重禁錮１年以上の刑に処せられたるとき 

 五 養子に家名を瀆し又は家産を傾くへき重大なる過失ありたるとき 

 六 養子か逃亡して３年以上復帰せさるとき 

 七 養子の生死か３年以上分明ならさるとき 

 八 他の一方か自己の直系尊属に対して虐待を為し又は之に重大なる侮辱を加へたると

き 
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 九  壻養子縁組の場合に於て離婚ありたるとき又は養子か家女と婚姻を為したる場合に

於て離婚若くは婚姻の取消ありたるとき 

  

第８６７条  養子か満１５年に達せさる間は其縁組に付き承諾権を有する者より離縁の訴を

提起することを得 

 第８４３条第２項の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第８６８条  第８６６条第１号乃至第６号の場合に於て当事者の一方か他の一方又は其直

系尊属の行為を宥恕したるときは離縁の訴を提起することを得す 

  

第８６９条  第８６６条第４号の場合に於て当事者の一方か他の一方の行為に同意したると

きは離縁の訴を提起することを得す 

 第８６６条第４号に掲けたる刑に処せられたる者は他の一方に同一の事由あることを理由

として離縁の訴を提起することを得す 

  

第８７０条  第８６６条第１号乃至第５号及ひ第８号の事由に因る離縁の訴は之を提起する

権利を有する者か離縁の原因たる事実を知りたる時より１年を経過したる後は之を提起す

ることを得す。其事実発生の時より１０年を経過したる後亦同し 

  

第８７１条  第８６６条第６号の事由に因る離縁の訴は養親か養子の復帰したることを知りた

る時より１年を経過したる後は之を提起することを得す。其復帰の時より１０年を経過したる

後亦同し 

  

第８７２条  第８６６条第７号の事由に因る離縁の訴は養子の生死か分明と為りたる後は之

を提起することを得す 

  

第８７３条  第８６６条第９号の場合に於て離婚又は婚姻取消の請求ありたるときは之に付

帯して離縁の訴を為すことを得 

 第８６６条第９号の事由に因る離縁の訴は当事者か離婚又は婚姻の取消ありたることを知

りたる後６箇月を経過し又は離縁請求の権利を放棄したるときは之を提起することを得す 

  

第８７４条  養子か戸主と為りたる後は離縁を為すことを得す。但隠居を為したる後は此限

に在らす 

  

第８７５条 養子は離縁に因り其実家に於て有せし身分を回復す。但第三者か既に取得し

たる権利を害することを得す 

  

第８７６条  夫婦か養子と為り又は養子か養親の他の養子と婚姻を為したる場合に於て妻

か離縁に因りて養家を去るへきときは夫は其選択に従ひ離縁又は離婚を為すことを要す 
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   第５章 親権 

  

    第１節 総則 

  

第８７７条 子は其家に在る父の親権に服す。但独立の生計を立つる成年者は此限に在ら

す 

 父か知れさるとき、死亡したるとき、家を去りたるとき又は親権を行ふこと能はさるときは家

に在る母之を行ふ 

  

第８７８条 継父、継母又は嫡母か親権を行ふ場合に於ては次章の規定を準用す 

  

    第２節 親権の効力 

  

第８７９条  親権を行ふ父又は母は未成年の子の監護及ひ教育を為す権利を有し義務を

負ふ 

  

第８８０条  未成年の子は親権を行ふ父又は母か指定したる場所に其居所を定むることを

要す。但第７４９条の適用を妨けす 

  

第８８１条 未成年の子か兵役を出願するには親権を行ふ父又は母の許可を得ることを要

す 

  

第８８２条 親権を行ふ父又は母は必要なる範囲内に於て自ら其子を懲戒し又は裁判所の

許可を得て之を懲戒場に入るることを得 

 子を懲戒場に入るる期間は６箇月以下の範囲内に於て裁判所之を定む。但此期間は父

又は母の請求に因り何時にても之を短縮することを得 

  

第８８３条  未成年の子は親権を行ふ父又は母の許可を得るに非されは職業を営むことを

得す 

 父又は母は第６条第２項の場合に於ては前項の許可を取消し又は之を制限することを得 

  

第８８４条  親権を行ふ父又は母は未成年の子の財産を管理し又其財産に関する法律行

為に付き其子を代表す。但其子の行為を目的とする債務を生すへき場合に於ては本人の

同意を得ることを要す 

  

第８８５条  未成年の子か其配偶者の財産を管理すへき場合に於ては親権を行ふ父又は

母之に代はりて其財産を管理す 

  

第８８６条  親権を行ふ母か未成年の子に代はりて左に掲けたる行為を為し又は子の之を

為すことに同意するには親族会の同意を得ることを要す 
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 一 営業を為すこと 

 二 借財又は保証を為すこと 

 三 不動産又は重要なる動産に関する権利の喪失を目的とする行為を為すこと 

 四 不動産又は重要なる動産に関する和解又は仲裁契約を為すこと 

 五 相続を放棄すること 

 六 贈与又は遺贈を拒絶すること 

  

第８８７条 親権を行ふ母か前条の規定に違反して為し又は同意を与へたる行為は子又は

法定代理人に於て之を取消すことを得。此場合に於ては第１９条の規定を準用す 

 前項の規定は第２１条乃至第２６条の適用を妨けす 

  

第８８８条 親権を行ふ父又は母と其未成年の子と利益相反する行為に付ては父又は母は

其子の為めに特別代理人を選任することを親族会に請求することを要す 

 父又は母か数人の子に対して親権を行ふ場合に於て其一人と他の子との利益相反する

行為に付ては其一方の為め前項の規定を準用す 

  

第８８９条 親権を行ふ父又は母は自己の為めにすると同一の注意を以て其管理権を行ふ

ことを要す 

 母は親族会の同意を得て為したる行為に付ても其責を免るることを得す。但母に過失な

かりしときは此限に在らす 

  

第８９０条 子か成年に達したるときは親権を行ひたる父又は母は遅滞なく其管理の計算を

為すことを要す。但其子の養育及ひ財産の管理の費用は其子の財産の収益と之を相殺し

たるものと看做す 

  

第８９１条  前条但書の規定は無償にて子に財産を与ふる第三者か反対の意思を表示し

たるときは其財産に付ては之を適用せす 

  

第８９２条  無償にて子に財産を与ふる第三者か親権を行ふ父又は母をして之を管理せし

めさる意思を表示したるときは其財産は父又は母の管理に属せさるものとす 

 前項の場合に於て第三者か管理者を指定せさりしときは裁判所は子、其親族又は検事

の請求に因り其管理者を選任す 

 第三者か管理者を指定せしときと雖も其管理者の権限か消滅し又は之を改任する必要

ある場合に於て第三者か更に管理者を指定せさるとき亦同し 

 第２７条乃至第２９条の規定は前２項の場合に之を準用す 

  

第８９３条  第６５４条及ひ第６５５条の規定は父又は母か子の財産を管理する場合及ひ前

条の場合に之を準用す 

  

第８９４条  親権を行ひたる父若くは母又は親族会員と其子との間に財産の管理に付て生
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したる債権は其管理権消滅の時より５年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す 

 子か未た成年に達せさる間に管理権か消滅したるときは前項の期間は其子か成年に達

し又は後任の法定代理人か就職したる時より之を起算す 

  

第８９５条 親権を行ふ父又は母は其未成年の子に代はりて戸主権及ひ親権を行ふ 

  

    第３節 親権の喪失 

  

第８９６条  父又は母か親権を濫用し又は着しく不行跡なるときは裁判所は子の親族又は

検事の請求に因り其親権の喪失を宣告することを得 

  

第８９７条 親権を行ふ父又は母か管理の失当に因りて其子の財産を危くしたるときは裁判

所は子の親族又は検事の請求に因り其管理権の喪失を宣告することを得 

 父か前項の宣告を受けたるときは管理権は家に在る母之を行ふ 

  

第８９８条 前２条に定めたる原因か止みたるときは裁判所は本人又は其親族の請求に因り

失権の宣告を取消すことを得 

  

第８９９条 親権を行ふ母は財産の管理を辞することを得 

  

   第６章 後見 

  

    第１節 後見の開始 

  

第９００条 後見は左の場合に於て開始す 

 一 未成年者に対して親権を行ふ者なきとき又は親権を行ふ者か管理権を有せさるとき 

 二 禁治産の宣告ありたるとき 

  

    第２節 後見の機関 

  

     第１款 後見人 

  

第９０１条  未成年者に対して最後に親権を行ふ者は遺言を以て後見人を指定することを

得。 但管理権を有せさる者は此限に在らす 

 親権を行ふ父の生前に於て母か予め財産の管理を辞したるときは父は前項の規定に依

りて後見人の指定を為すことを得 

  

第９０２条 親権を行ふ父又は母は禁治産者の後見人と為る 

 妻か禁治産の宣告を受けたるときは夫其後見人と為る夫か後見人たらさるときは前項の

規定に依る 
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 夫か禁治産の宣告を受けたるときは妻其後見人と為る妻か後見人たらさるとき又は夫か

未成年者なるときは第１項の規定に依る 

  

第９０３条 前２条の規定に依りて家族の後見人たる者あらさるときは戸主其後見人と為る 

  

第９０４条 前３条の規定に依りて後見人たる者あらさるときは後見人は親族会之を選任す 

  

第９０５条 母か財産の管理を辞し、後見人か其任務を辞し、親権を行ひたる父若くは母か

家を去り又は戸主か隠居を為したるに因り後見人を選任する必要を生したるときは其父、

母又は後見人は遅滞なく親族会を招集し又は其招集を裁判所に請求することを要す 

  

第９０６条 後見人は１人たることを要す 

  

第９０７条 後見人は婦女を除く外左の事由あるに非されは其任務を辞することを得す 

 一 軍人として現役に服すること 

 二 被後見人の住所の市又は郡以外に於て公務に従事すること 

 三 自己より先に後見人たるへき者に付き本条又は次条に掲けたる事由の存せし場合に

於て其事由か消滅したること 

 四  禁治産者に付ては１０年以上後見を為したること。但配偶者、直系血族及ひ戸主は

此限に在らす 

 五 此他正当の事由 

  

第９０８条 左に掲けたる者は後見人たることを得す 

 一 未成年者 

 二 禁治産者及ひ準禁治産者 

 三 剥奪公権者及ひ停止公権者 

 四 裁判所に於て免黜せられたる法定代理人又は保佐人 

 五 破産者 

 六 被後見人に対して訴訟を為し又は為したる者及ひ其配偶者並に直系血族 

 七 行方の知れさる者 

 八 裁判所に於て後見の任務に堪へさる事跡、不正の行為又は着しき不行跡ありと認め

たる者 

  

第９０９条 前７条の規定は保佐人に之を準用す 

 保佐人又は其代表する者と準禁治産者との利益相反する行為に付ては保佐人は臨時

保佐人の選任を親族会に請求することを要す 

  

  

  

     第２款 後見監督人 
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第９１０条 後見人を指定することを得る者は遺言を以て後見監督人を指定することを得 

  

第９１１条  前条の規定に依りて指定したる後見監督人なきときは法定後見人又は指定後

見人は其事務に着手する前親族会の招集を裁判所に請求し後見監督人を選任せしむる

ことを要す。若し之に違反したるときは親族会は其後見人を免職することを得 

 親族会に於て後見人を選任したるときは直ちに後見監督人を選任することを要す 

  

第９１２条 後見人就職の後後見監督人の欠けたるときは後見人は遅滞なく親族会を招集

し後見監督人を選任せしむることを要す。此場合に於ては前条第１項の規定を準用す 

  

第９１３条  後見人の更迭ありたるときは親族会は後見監督人を改選することを要す。但前

後見監督人を再選することを妨けす 

 新後見人か親族会に於て選任したる者に非さるときは後見監督人は遅滞なく親族会を招

集し前項の規定に依りて改選を為さしむることを要す。若し之に違反したるときは後見人の

行為に付き之と連帯して其責に任す 

  

第９１４条 後見人の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹は後見監督人たることを得す 

  

第９１５条 後見監督人の職務左の如し 

 一 後見人の事務を監督すること 

 二  後見人の欠けたる場合に於て遅滞なく其後任者の任務に就くことを促し若し後任者

なきときは親族会を招集して其選任を為さしむること 

 三 急迫の事情ある場合に於て必要なる処分を為すこと 

 四 後見人又は其代表する者と被後見人との利益相反する行為に付き被後見人を代表

すること 

  

第９１６条 第６４４条、第９０７条及ひ第９０８条の規定は後見監督人に之を準用す 

  

    第３節 後見の事務 

  

第９１７条  後見人は遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し１箇月内に其調査を終はり

且其目録を調製することを要す。但此期間は親族会に於て之を伸長することを得 

 財産の調査及ひ其目録の調製は後見監督人の立会を以て之を為すに非されは其効な

し 

 後見人か前２項の規定に従ひ財産の目録を調製せさるときは親族会は之を免黜すること

を得 

  

第９１８条 後見人は目録の調製を終はるまては急迫の必要ある行為のみを為す権限を有

す。但之を以て善意の第三者に対抗することを得す 
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第９１９条 後見人か被後見人に対し債権を有し又は債務を負ふときは財産の調査に着手

する前に之を後見監督人に申出つることを要す 

 後見人か被後見人に対し債権を有することを知りて之を申出てさるときは其債権を失ふ 

 後見人か被後見人に対し債務を負ふことを知りて之を申出てさるときは親族会は其後見

人を免黜することを得 

  

第９２０条 前３条の規定は後見人就職の後被後見人か包括財産を取得したる場合に之を

準用す 

  

第９２１条 未成年者の後見人は第８７９条乃至第８８３条及ひ第８８５ 条に定めたる事項に

付き親権を行ふ父又は母と同一の権利義務を有す。但親権を行ふ父又は母か定めたる教

育の方法及ひ居所を変更し、未成年者を懲戒場に入  れ、営業を許可し、其許可を取消

し又は之を制限するには親族会の同意を得ることを要す 

  

第９２２条 禁治産者の後見人は禁治産者の資力に応して其療養看護を力むることを要す 

 禁治産者を瘋癩病院に入れ又は私宅に監置すると否とは親族会の同意を得て後見人

之を定む 

  

第９２３条  後見人は被後見人の財産を管理し又其財産に関する法律行為に付き被後見

人を代表す 

 第８８４条但書の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第９２４条 後見人は其就職の初に於て親族会の同意を得て被後見人の生活、教育又は

療養看護及ひ財産の管理の為め毎年費すへき金額を予定することを要す 

 前項の予定額は親族会の同意を得るに非されは之を変更することを得す。但已むことを

得さる場合に於て予定額を超ゆる金額を支出することを妨けす 

  

第９２５条 親族会は後見人及ひ被後見人の資力其他の事情に依り被後見人の財産中よ

り相当の報酬を後見人に与ふることを得。但後見人か被後見人の配偶者、直系血族又は

戸主なるときは此限に在らす 

  

第９２６条  後見人は親族会の同意を得て有給の財産管理者を使用することを得。但第６

条の規定の適用を妨けす 

  

第９２７条  親族会は後見人就職の初に於て後見人か被後見人の為めに受取りたる金銭

か何程の額に達せは之を寄託すへきかを定むることを要す 

 後見人か被後見人の為めに受取りたる金銭か親族会の定めたる額に達するも相当の期

間内に之を寄託せさるときは其法定利息を払ふことを要す 

 金銭を寄託すへき場所は親族会の同意を得て後見人之を定む 
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第９２８条 指定後見人及ひ選定後見人は毎年少くとも１回被後見人の財産の状況を親族

会に報告することを要す 

  

第９２９条  後見人か被後見人に代はりて営業若くは第１２条第１項に掲けたる行為を為し

又は未成年者の之を為すことに同意するには親族会の同意を得ることを要す。但元本の

領収に付ては此限に在らす 

  

第９３０条  後見人か被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲受けたる

ときは被後見人は之を取消すことを得。此場合に於ては第１９条の規定を準用す 

  

第９３１条  後見人は親族会の同意を得るに非されは被後見人の財産を貸借することを得

す 

  

第９３２条  後見人か其任務を曠くするときは親族会は臨時管理人を選任し後見人の責任

を以て被後見人の財産を管理せしむることを得 

（注）「曠」は「広」とほぼ同義 

 

第９３３条  親族会は後見人をして被後見人の財産の管理及ひ返還に付き相当の担保を

供せしむることを得 

  

第９３４条  被後見人か戸主なるときは後見人は之に代はりて其権利を行ふ。但家族を離

籍し、其復籍を拒み又は家族か分家を為し若くは廃絶家を再興することに同意するには親

族会の同意を得ることを要す 

 後見人は未成年者に代はりて親権を行ふ。但第９１７条乃至第９２１条及ひ前１０条の規

定を準用す 

  

第９３５条 親権を行ふ者か管理権を有せさる場合に於ては後見人は財産に関する権限の

みを有す 

  

第９３６条  第６４４条、第８８７条、第８８９条第２項及ひ第８９２条の規定は後見に之を準用

す 

  

     第４節 後見の終了 

  

第９３７条 後見人の任務か終了したるときは後見人又は其相続人は２箇月内に其管理の

計算を為すことを要す。但此期間は親族会に於て之を伸長することを得 

  

第９３８条 後見の計算は後見監督人の立会を以て之を為す 

 後見人の更迭ありたる場合に於ては後見の計算は親族会の認可を得ることを要す 
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第９３９条  未成年者か成年に達したる後後見の計算の終了前に其者と後見人又は其相

続人との間に為したる契約は其者に於て之を取消すことを得。其者か後見人又は其相続

人に対して為したる単独行為亦同し 

 第１９条及ひ第２１条乃至第２６条の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第９４０条 後見人か被後見人に返還すへき金額及ひ被後見人か後見人に返還すへき金

額には後見の計算終了の時より利息を付することを要す 

 後見人か自己の為めに被後見人の金銭を消費したるときは其消費の時より之に利息を

付することを要す。尚ほ損害ありたるときは其賠償の責に任す 

  

第９４１条 第６５４条及ひ第６５５条の規定は後見に之を準用す 

  

第９４２条 第８９４条に定めたる時効は後見人、後見監督人又は親族会員と被後見人との

間に於て後見に関して生したる債権に之を準用す 

 前項の時効は第９３９条の規定に依りて法律行為を取消したる場合に於ては其取消の時

より之を起算す 

  

第９４３条 前条第１項の規定は保佐人又は親族会員と準禁治産者との間に之を準用す 

  

   第７章 親族会 

  

第９４４条  本法其他の法令の規定に依り親族会を開くへき場合に於ては会議を要する事

件の本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又は利害関係人の請求に因

り裁判所之を招集す 

  

第９４５条  親族会員は３人以上とし親族其他本人又は其家に縁故ある者の中より裁判所

之を選定す 

 後見人を指定することを得る者は遺言を以て親族会員を選定することを得 

  

第９４６条 遠隔の地に居住する者其他正当の事由ある者は親族会員たることを辞すること

を得 

 後見人、後見監督人及ひ保佐人は親族会員たることを得す 

 第９８条の規定は親族会員に之を準用す 

  

第９４７条 親族会の議事は会員の過半数を以て之を決す 

 会員は自己の利害に関する議事に付き表決の数に加はることを得す 

  

第９４８条  本人、戸主、家に在る父母、配偶者、本家並に分家の戸主、後見人、後見監

督人及ひ保佐人は親族会に於て其意見を述ふることを得 



25 
 

 親族会の招集は前項に掲けたる者に之を通知することを要す 

  

第９４９条  無能力者の為めに設けたる親族会は其者の無能力の止むまて継続す此親族

会は最初の招集の場合を除く外本人、其法定代理人、後見監督人、保佐人又は会員之

を招集す 

  

第９５０条 親族会に欠員を生したるときは会員は補欠員の選定を裁判所に請求することを

要す 

  

第９５１条  親族会の決議に対しては１箇月内に会員又は第９４４条に掲けたる者より其不

服を裁判所に訴ふることを得 

  

第９５２条 親族会か決議を為すこと能はさるときは会員は其決議に代はるへき裁判を為す

ことを裁判所に請求することを得 

  

第９５３条 第６４４条の規定は親族会員に之を準用す 

  

   第８章 扶養の義務 

  

第９５４条 直系血族及ひ兄弟姉妹は互に扶養を為す義務を負ふ 

 夫婦の一方と他の一方の直系尊属にして其家に在る者との間亦同し 

  

第９５５条  扶養の義務を負ふ者数人ある場合に於ては其義務を履行すへき者の順序左

の如し 

  第一 配偶者 

  第二 直系卑属 

  第三 直系尊属 

  第四 戸主 

  第五 前条第２項に掲けたる者 

  第六 兄弟姉妹 

 直系卑属又は直系尊属の間に於ては其親等の最も近き者を先にす前条第２項に掲けた

る直系尊属間亦同し 

  

第９５６条  同順位の扶養義務者数人あるときは各其資力に応して其義務を分担す。但家

に在る者と家に在らさる者との間に於ては家に在る者先つ扶養を為すことを要す 

  

第９５７条 扶養を受くる権利を有する者数人ある場合に於て扶養義務者の資力か其全員

を扶養するに足らさるときは扶養義務者は左の順序に従ひ扶養を為すことを要す 

  第一 直系尊属 

  第二 直系卑属 
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  第三 配偶者 

  第四 第９５４条第２項に掲けたる者 

  第五 兄弟姉妹 

  第六 前５号に掲けたる者に非さる家族 

 第９５５条第２項の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第９５８条 同順位の扶養権利者数人あるときは各其需要に応して扶養を受くることを得 

 第９５６条但書の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第９５９条  扶養の義務は扶養を受くへき者か自己の資産又は労務に依りて生活を為すこ

と能はさるときにのみ存在す。自己の資産に依りて教育を受くること能はさるとき亦同し 

 兄弟姉妹間に在りては扶養の義務は扶養を受くる必要か之を受くへき者の過失に因らす

して生したるときにのみ存在す。但扶養義務者か戸主なるときは此限に在らす 

  

第９６０条 扶養の程度は扶養権利者の需要と扶養義務者の身分及ひ資力とに依りて之を

定む 

  

第９６１条  扶養義務者は其選択に従ひ扶養権利者を引取りて之を養ひ又は之を引取ら

すして生活の資料を給付することを要す。但正当の事由あるときは裁判所は扶養権利者の

請求に因り扶養の方法を定むることを得 

  

第９６２条 扶養の程度は方法か判決に因りて定まりたる場合に於て其判決の根拠と為りた

る事情に変更を生したるときは当事者は其判決の変更又は取消を請求することを得 

  

第９６３条 扶養を受くる権利は之を処分することを得す 

  

  

第５編 相続 

 第１章   家督相続 

   第１節   総則 

  

第９６４条 家督相続は左の事由に因りて開始す 

一 戸主の死亡、隠居又は国籍喪失 

二 戸主か婚姻又は養子縁組の取消に因り其家を去りたるとき 

三 女戸主の入夫婚姻又は入夫離婚 

  

第９６５条 家督相続は被相続人の住所に於て開始す 

  

第９６６条  家督相続回復の請求権は家督相続人又は其法定代理人か相続権侵害の事
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実を知りたる時より５年間之を行わさるときは時効に因りて消滅す。相続開始の時より２０年

を経過したるとき亦同し 

  

第９６７条 相続財産に関する費用は其財産中より之を支弁す。但家督相続人の過失に因

るものは此限に在らす 

前項に掲けたる費用は遺留分権利者か贈与の滅殺に因りて得たる財産を以て之を支弁

することを要せす 

  

第２節 家督相続人 

  

第９６８条 胎児は家督相続に付いては既に生まれたるものと看做す 

前項の規定は胎児か死体にて生まれたるときは之を適用せす 

  

第９６９条 左に掲けたる者は家督相続人たることを得す 

一  故意に被相続人又は家督相続に付き先順位に在る者を死に致し又は死に致さんとし

たる為め刑に処せられたる者 

二  被相続人の殺害せられたることを知りて之を告発又は告訴せさりし者。但其者に是非

の弁別なきとき又は殺害者か自己の配偶者若くは直系血族なりしときは此限に在らす 

三  詐欺又は強迫に因り被相続人か相続に関する遺言を為し、之を取消し又は之を変更

することを妨けたる者 

四 詐欺又は強迫に因り被相続人をして相続に関する遺言を為さしめ、之を取消さしめ又

は之を変更せしめたる者 

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、毀滅又は蔵匿したる者 

  

第９７０条 被相続人の家族たる直系卑属は左の規定に従ひ家督相続人と為る 

一 親等の異なりたる者の間に在りては其近き者を先にす 

二 親等の同しき者の間に在りては男を先にす 

三 親等の同しき男又は女の間に在りては嫡出子を先にす 

四  親等の同しき嫡出子、庶子及ひ私生子の間に在りては嫡出子及ひ庶子は女と雖も之

を私生子より先にす 

五 前４号に掲けたる事項に付き相同しき者の間に在りては年長者を先にす 

第８３６条の規定に依り又は養子縁組に因りて嫡出子たる身分を取消したる者は家督相

続に付ては其嫡出子たる身分を取得したる時に生れたるものと看做す 

  

第９７１条 前条の規定は第７３６条の適用を妨けす 

  

第９７２条  第７３７条及ひ第７３８条の規定に依りて家族と為りたる直系卑属は嫡出子又は

庶子たる他の直系卑属なき場合に限り第９７０条に定めたる順序に従ひて家督相続人と為

る 
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第９７３条  法定の推定家督相続人は其姉妹の為にする養子縁組に因りて其相続権を害

せらるることなし 

  

第９７４条 第９７０条及ひ第９７２条の規定に依りて家督相続人たるへき者か家督相続の開

始前に死亡し又は其相続権を失ひたる場合に於て其者に直系卑属あるときは其直系卑属

は第９７０条及ひ第９７２条に定めたる順序に従ひ其者と同順位に於て家督相続人と為る 

  

第９７５条  法定の推定家督相続人に付き左の事由あるときは被相続人は其推定家督相

続人の廃除を裁判所に請求することを得 

一 被相続人に対して虐待を為し又は重大なる侮辱を加えたること 

二 疾病其他身体又は精神の状況に因り家政を執るに堪えさるへきこと 

三 家名に汚辱を及ほすへき罪に因りて刑に処せられたること 

四 浪費者として準禁治産の宣告を受け改悛の望なきこと 

此他正当の事由あるときは被相続人は親族会の同意を得て其廃除を請求することを得 

  

第９７６条  被相続人か遺言を以て推定家督相続人を廃除する意思を表示したるときは遺

言執行者は其遺言か効力を生したる後遅滞なく裁判所に廃除の請求を為すことを要す。

此場合に於て廃除は被相続人の死亡の時に遡りて其効力を生す 

  

第９７７条  推定家督相続人廃除の原因止みたるときは被相続人又は推定家督相続人は

廃除の取消を裁判所に請求することを得 

第９７５条第１項第１号の場合に於ては被相続人は何時にても廃除の取消を請求すること

を得 

前２項の規定は相続開始の後は之を適用せす 

前条の規定は廃除の取消に之を準用す 

  

第９７８条  推定家督相続人の廃除又は其取消の請求ありたる後其裁判確定前に相続か

開始したるときは裁判所は親族、利害関系人又は検事の請求に因り戸主権の行使及ひ遺

産の管理に付き必要なる処分を命することを得。廃除の遺言ありたるとき亦同し 

裁判所か管理人を選任したる場合に於ては第２７条乃至第２９条の規定を準用す 

  

第９７９条 法定の推定家督相続人なきときは被相続人は家督相続人を指定することを得。

此指定は法定の推定家督相続人あるに至りたるときは其効力を失ふ 

家督相続人の指定は之を取消すことを得 

前２項の規定は死亡又は隠居に因る家督相続の場合にのみ之を適用す 

  

第９８０条  家督相続人の指定及ひ其取消は之を戸籍吏に届出つるに因りて其効力を生

す 

  

第９８１条  被相続人か遺言を以て家督相続人の指定又は其取消を為す意思を表示した
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るときは遺言執行者は其遺言の効力を生したる後遅滞なく之を戸籍吏に届出つること要す。

此場合に於て指定又は其取消は被相続人の死亡の時に遡りて其効力を生す 

  

第９８２条 法定又は指定の家督相続人なき場合に於て其家に被相続人の父あるときは父、

父あらさるとき又は父か其意思を表示すること能はさるときは母、父母共にあらさるとき又は

其意思を表示すること能はさるときは親族会は左の順序に従ひ家族中より家督相続人を選

定す 

 第一 配偶者。但家女なるとき 

 第二 兄弟 

 第三 姉妹 

 第四 第１号に該当せさる配偶者 

 第五 兄弟姉妹の直系卑属 

  

第９８３条 家督相続人を選定すへき者は正当の事由ある場合に限り裁判所の許可を得て

前条に掲ける順序を変更し又は選定を為ささることを得 

  

第９８４条 第９８２条の規定によりて家督相続人たる者なきときは家に或る直系尊属中親等

の最も近き者家督相続人と為る。但親等の同しき者の間に在りては男を先にす 

  

第９８５条  前条の規定に依りて家督相続人たる者なきときは親族会は被相続人の親族、

家族、分家の戸主又は本家若くは分家の家族中より家督相続人を選定す 

 親族会は正当の事由ある場合に限り前２項の規定に拘はらす裁判所の許可を得て他人

を選定することを得 

  

 第 ３ 節 家督相続の効力 

  

第９８６条 家督相続人は相続開始の時より前戸主の有せし権利義務を承継す。但前戸主

の一身に専属せるものはこの限りに在らす 

  

第９８７条 系譜、祭具及ひ墳墓の所有権は家督相続の特権に属す 

  

第９８８条  隠居者及ひ入夫婚姻を為す女戸主は確定日付ある証書に依りて其財産を留

保することを得。但家督相続人の遺留分に関する規定に違反することを得す 

  

第９８９条 隠居又は入夫婚姻に因る家督相続の場合に於ては前戸主の債権者は其前戸

主に対して弁済の請求を為すことを得 

 入夫婚姻の取消又は入夫の離婚に因る家督相続の場合に於ては入夫か戸主たりし間に

負担したる債務の弁済は其入夫に対して之を請求することを得 

 前２項の規定は家督相続人に対する請求を妨けす 
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第９９０条 国籍喪失者の家督相続人は戸主権及ひ家督相続の特権に属する権利のみを

承継す。但遺留分及ひ前戸主か特に指定したる相続財産を承継することを妨けす 

 国籍喪失者か日本人に非されは享有することを得さる権利を有する場合に於て１年内に

之を日本人に譲渡ささるときは其権利は家督相続人に帰属す 

  

第９９１条 国籍喪失に因る家督相続の場合に於ては前戸主の債権者は家督相続人に対

しては其受けたる財産の限度に於てのみ弁済の請求を為すことを得 

  

第２章   遺産相続 

  

第１節   総則 

  

第９９２条 遺産相続は家族の死亡に因りて開始す 

  

第９９３条 第９６５条乃至第９６８条の規定は遺産相続に之を準用す 

  

第２節   遺産相続人 

  

第２節                遺産相続人 

第９９４条 被相続人の直系卑属は左の規定に従ひ遺産相続人と為る 

 一 親等の異なりたる者に在りては其近き者を先にす 

 二 親等の同しき者は同順位に於て遺産相続人と為る 

  

第９９５条 前条の規定に依りて遺産相続人たるへき者か相続の開始前に死亡し又は其相

続権を失ひたる場合に於て其者に直系卑属あるときは其直系卑属は前条の規定に従ひ

其者と同順位に於て遺産相続人と為る 

  

第９９６条  前２条の規定に依りて遺産相続人たるへき者なき場合に於て遺産相続を為す

へき者の順位左の如し 

 第一 配偶者 

 第二 直系尊属 

 第三 戸主 

前項第２号の場合に於ては第９９４条の規定を準用す 

  

第９９７条 左に掲けたる者は遺産相続人たることを得す 

 一 故意に被相続人又は遺産相続に付き先順位若くは同順位に在る者を死に致し又は

死にいたさんとしたる為刑に処せられたる者 

 二 第９６９条第２号乃至第５号に掲けたる者 

  

第９９８条  遺留分を有する推定遺産相続人か被相続人に対して虐待を為し又は之に重
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大なる侮辱を加へたるときは被相続人は其推定遺産相続人の廃除を裁判所に請求するこ

とを得 

  

第９９９条 被相続人は何時にても推定遺産相続人廃除の取消を裁判所に請求することを

得 

  

第１０００条  第９７６条及ひ第９７８条の規定は推定遺産相続人の廃除及ひ其取消に之を

準用す 

  

第３節                遺産相続の効力 

  

第１款                総則 

  

第１００１条 遺産相続人は相続開始の時より被相続人の財産に属せし一切の権利義務を

承継す。但被相続人の一身に専属せしものは此限に在らす 

  

第１００２条 遺産相続人数人あるときは相続財産は其共有に属す 

  

第１００３条 各共同相続人は其相続分に応して被相続人の権利義務を承継す 

  

第２款                相続分 

  

第１００４条  同順位の相続人数人あるときは其各自の相続分は相均しきものとす。但直系

卑属数人あるときは庶子及ひ私生子の相続分は嫡出子の相続分の２分の１とす 

  

第１００５条  第９９５条の規定に依りて相続人たる直系卑属の相続分は其直系尊属か受く

へかりしものに同し。但直系卑属数人あるときは其各自の直系尊属か得くへかりし部分に

付き前条の規定に従ひて其相続分を定む 

  

第１００６条 被相続人は前２条の規定に拘はらす遺言を以て共同相続人の相続分を定め

又は之を定むることを第三者に委託することを得。但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を得す 

被相続人か共同相続人中の一人若くは数人の相続分のみを定め又は之を定めしめた

るときは他の共同相続人の相続分は前２条の規定に依りて之を定む 

  

第１００７条  共同相続人中被相続人より遺贈を受け又は婚姻、養子縁組、分家、廃絶家

再興の為め若くは生計の資本として贈与を受けたる者あるときは被相続人か相続開始の時

に於て有せし財産の価額に其贈与の価額を加へたるものを相続財産と看倣し前３条の規

定に依りて算定したる相続分の中より其遺贈又は贈与の価額を控除し其残額を以て其者

の相続分とす 
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遺贈又は贈与の価額か相続分の価額に等しく又は之に越ゆるときは受遺者又は受贈者

は其相続分を受くることを得す 

被相続人か前２項の規定に異なりたる意思を表示したるときは其意思表示は遺留分に

関する規定に反せさる範囲内に於て其効力を有す 

  

第１００８条  前条に掲けたる贈与の価額は受贈者の行為に因り其目的たる財産か滅失し

又は其価額の増減ありたるときと雖も相続開始の当時仍ほ現状にて存するものと看倣して

之を定む 

  

第１００９条  共同相続人の一人か分割前に其相続分を第三者に譲渡したるときは他の共

同相続人は其価額及ひ費用を償還して其相続分を譲受たることを得 

前項に定めたる権利は１箇月内に之を行使することを要す 

  

第３款                遺産の分割 

  

第１０１０条 被相続人は遺言を以て分割の方法を定め又は定ることを第三者に委託するこ

とを得 

  

第１０１１条 被相続人は遺言を以て相続開始の時より５年を超えさる期間内分割を禁する

ことを得 

  

第１０１２条 遺産に分割は相続開始の時に遡りて其効力を生す 

第１０１３条 各共同相続人は相続開始前より存する事由に付き他の共同相続人に対し売

主と同しく其相続分に応して担保の責めに任す 

  

第１０１４条 各共同相続人は其相続分に応し他の共同相続人か分割に因りて受けたる債

権に付き分割の当時に於ける債務者の資力を担保す 

弁済期に在らさる債権及ひ停止条件付債権に付ては各共同相続人は弁済を為すへき

時に於ける債務者の資力を担保す 

  

第１０１５条  担保の責に任する共同相続人中償還を為す資力なき者あるときは其償還す

ること能はさる部分は求償者及ひ他の資力ある者各其相続分に応して之を分担す。但求

償者に過失あるときは他の共同相続人に対して分担を請求することを得す 

  

第１０１６条 前３条の規定は被相続人か遺言を以て別段の意思を表示したるときは之を適

用せす 

  

第３章                相続の承認及ひ放棄 

第１節              総則 
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第１０１７条  相続人は自己の為めに相続の開始ありたることを知りたる時より３箇月内に単

純若くは限定の承認又は放棄を為すことを要す。但此期間は利害関係人又は検事の請

求に因り裁判所に於て之を伸長することを得 

相続人は承認又は放棄を為す前に相続財産の調査を為すことを得 

  

第１０１８条  相続人か承認又は放棄を為さすして死亡したるときは前条第１項の期間は其

者の相続人か自己の為めに相続の開始ありたることを知りたる時より之を起算す 

  

第１０１９条  相続人か無能力者なるときは第１０１７条第１項の期間は其法定代理人か無

能力者の為めに相続の開始ありたることを知りたる時より之を起算す 

  

第１０２０条 法定家督相続人は放棄を為すことを得す。但第９８４条に掲けたる者は此限に

在らす 

  

第１０２１条 相続人は其固有財産に於けると同一の注意を以て相続財産を管理することを

要す。但承認又は放棄を為したるときは此限に在らす 

裁判所は利害関係人又は検事の請求に因り何時にても相続財産の保存に必要なる処

分を命することを得 

裁判所か管理人を選任したる場合に於ては第２７条乃至第２９条の規定を準用す 

  

第１０２２条 承認及ひ放棄は第１０１７条第１項の期間内と雖も之を取消すことを得す 

前項の規定は第１編及ひ前編の規定に依りて承認又は放棄の取消を為すことを妨けす。

但其取消権は追認を為すことを得る時より６箇月間之を行はさるときは時効に因りて消滅す

承認又は放棄の時より１０年を経過したるとき亦同し 

  

第２節              承認 

第１款              単純承認 

  

第１０２３条 相続人か単純承認を為したるときは無限に被相続人の権利義務を承継す 

  

第１０２４条 左に掲けたる場合に於ては相続人は単純承認を為したるものと看倣す 

 一 相続人か相続財産の全部又は一部を処分したるとき。但保存行為及ひ第６２条に定

めたる期間を越えさる賃貸を為すは此限に在らす 

 二 相続人か第１０１７条第１項の期間内に限定承認又は放棄を為ささりしとき 

 三 相続人か限定承認又は放棄を為したる後と雖も相続財産の全部若しくは一部を隠匿

し、私に之を消費し又は悪意を以て之を財産目録中に記載せさりしとき。但其相続人か放

棄を為したるに因りて相続人と為りたる者か承認を為したる後は此限に在らす 

  

第２款              限定承認 
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第１０２５条 相続人は相続に因りて得たる財産の限度に於てのみ被相続人の債務及ひ遺

贈を弁済すへきことを留保して承認を為すことを得 

  

第１０２６条 相続人か限定承認を為さんと欲するときは第１０１７条第１項の期間内に財産

目録を調製して之を裁判所に提出し限定承認を為す旨を申述することを要す 

  

第１０２７条 相続人か限定承認を為したるときは其被相続人に対して有せし権利義務は消

滅せさりしものと看倣す 

  

第１０２８条 限定承認者は其固有財産に於けると同一の注意を以て相続財産の管理を継

続することを要す 

第６４５条、第６４６条、第６５０条第１項、第２項及ひ第１０２１条第２項、第３項の規定は前

項の場合に之を準用す 

  

第１０２９条 限定承認者は限定承認を為したる後５日内に一切の相続債権者及ひ受遺者

に対し限定承認を為したること及ひ一定の期間内に其請求の申出を為すへき旨を公告す

ることを要す。但其期間は２箇月を下ることを得す 

第７９条第２項及ひ第３項の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第１０３０条  限定承認者は前条第１項の期間満了前には相続債権者及ひ受遺者に対し

て弁済を拒むことを得 

  

第１０３１条 第１０２９条第１項の期間満了の後は限定承認者は相続財産を以て其期間内

に申出てたる債権者其他知れたる債権者に各債権額の割合に応して弁済を為すことを要

す。但優先権を有する債権者の権利を害することを得す 

  

第１０３２条 限定承認者は弁済期に至らさる債権と雖も前条の規定に依りて之を弁済する

ことを要す 

条件付債権又は存続期間の不確定なる債権は裁判所に於て選任したる鑑定人の評価

に従ひて之を弁済することを要す 

  

第１０３３条 限定承認者は前２条の規定に依りて各債権者に弁済を為したる後に非されは

受遺者に弁済を為すことを得す 

  

第１０３４条 前３条の規定に従ひて弁済を為すに付き相続財産の売却を必要とするときは

限定承認者は之を競売に付することを要す。但裁判所に於て選任したる鑑定人の評価に

従ひ相続財産の全部又は一部の価額を弁済して其競売を止むることを得 

  

第１０３５条 相続債権者及ひ受遺者は自己の費用を以て相続財産の競売又は鑑定に参

加することを得。此場合に於ては第２６０条第２項の規定を準用す 
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第１０３６条  限定承認者か第１０２９条に定めたる公告若くは催告を為すことを怠り又は同

条第１項の期間内に或債権者若くは受遺者に弁済を為したるに因り他の債権者若くは受

遺者に弁済を為すこと能はさるに至りたるときは之に因りて生したる損害を賠償する責に任

す。第１０３０条乃至第１０３３条の規定に違反して弁済を為したるとき亦同し。 

前項の規定は情を知りて不当に弁済を受けたる債権者又は受遺者に対する他の債権

者又は受遺者の求償を妨けす 

第７２４条の規定は前２項の場合にも亦之を準用す 

  

第１０３７条 第１０２９条第１項の期間内に申出てさりし債権者及ひ受遺者にして限定承認

者に知れさりし者は残余財産に付てのみ其権利を行ふことを得。但相続財産に付き特別

担保を有する者は此限に在らす 

  

第３節              放棄 

  

第１０３８条 相続の放棄を為さんと欲する者は其旨を裁判所に申述することを要す 

  

第１０３９条 放棄は相続開始の時に遡りて其効力を生す 

数人の遺産相続人ある場合に於て其一人か放棄を為したるときは其相続分は他の相続人

の相続分に応して之に帰属す 

  

第１０４０条 相続の放棄を為したる者は其放棄に因りて相続人と為りたる者か相続財産の

管理を始むることを得るまて自己の財産に於けると同一の注意を以て其財産の管理を継続

することを要す 

第６４５条、第６４６条、第６５条第１項、第２項及ひ第１０２１条第２項、第３項の規定は前項

の場合に之を準用す 

  

第４節              財産の分離 

  

第１０４１条  相続債権者又は受遺者は相続開始の時より３箇月内に相続人の財産中より

相続財産を分離せんことを裁判所に請求することを得。其期間満了の後と雖も相続財産か

相続人の固有財産と混合せさる間亦同し 

裁判所か前項の請求に因りて財産の分離を命したるときは其請求を為したる者は５日内

に他の相続債権者及ひ受遺者に対し財産分離の命令ありたること及ひ一定の期間内に配

当加入の申出を為すへき旨を公告することを要す。但其期間は２箇月を下ることを得す 

  

第１０４２条  財産分離の請求を為したる者及ひ前条第２項の規定に依りて配当加入の申

出を為したる者は相続財産に付き相続人の債権者に先ちて弁済を受く 

  

第１０４３条 財産分離の請求ありたるときは裁判所は相続財産の管理に付き必要なる処分
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を命することを得 

裁判所か管理人を選任したる場合に於ては第２７条乃至第２９条の規定を準用す 

  

第１０４４条  相続人は単純承認を為したる後と雖も財産分離の請求ありたるときは爾後其

固有財産に於けると同一の注意を以て相続財産の管理を為すことを要す。但裁判所に於

て管理人を選任したるときは此限に在らす 

第６４５条乃至第６４７条及ひ第６５０条第１項、第２項の規定は前項の場合に準用す 

  

第１０４５条 財産の分離は不動産に付ては其登記を為すに非されは之を以て第三者に対

抗することを得す 

  

第１０４６条 第３４条の規定は財産分離の場合に之を準用す 

  

第１０４７条 相続人は第１０４１条第１項及ひ第２項の期間満了前には相続債権者及ひ受

遺者に対して弁済を拒むことを得 

財産分離の請求ありたるときは相続人は第１０４１条第２項の期間満了の後相続財産を

以て財産分離の請求又は配当加入の申出を為したる債権者及ひ受遺者に各其債権の割

合に応して弁済を為すことを要す。但優先権を有する債権者の権利を害することを得す 

第１０３２条乃至第１０３６条の規定は前項の場合に之を準用す 

  

第１０４８条 財産分離の請求を為したる者及ひ配当加入の申出を為したる者は相続財産

を以て全部の弁済を受たること能はさりし場合に限り相続人の固有財産に付き其権利を行

ふことを得。此場合に於ては相続人の債権者は其者に先ちて弁済を受けることを得 

  

第１０４９条 相続人は其固有財産を以て相続債権者若くは受遺者に弁済を為し又は之に

相当の担保を供して財産分離の請求を防止し又は其効力を消滅せしむることを得。但相

続人の債権者か之に因りて損害を受くへきことを証明して意義を述へたるときは此限に在ら

す 

  

第１０５０条  相続人か限定承認を為すことを得る間又は相続財産か相続人の固有財産と

混合せさる間は其債権者は財産分離の請求を為すことを得 

第３０４条、第１０２７条、第１０２９条乃至第１０３６条、第１０４３条乃至第１０４５条及ひ第１

０４８条の規定は前項の場合に之を準用す。但第１０２９条に定めたる公告及ひ催告は財産

分離の請求を為したる債権者之を為すことを要す 

  

第５章 相続人の欠缺 

  

第１０５１条 相続人あること分明ならさるときは相続財産は之を法人とす 

  

第１０５２条  前条の場合に於ては裁判所は利害関係人又は検事の請求に因り相続財産
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の管理人を選任することを要す 

裁判所は遅滞なく管理人の選任を公告することを要す 

  

第１０５３条 第２７条乃至第２９条の規定は相続財産の管理人に之を準用す 

  

第１０５４条 管理人は相続債権者又は受遺者の請求あるときは之に相続財産の状況を報

告することを要す 

  

第１０５５条 相続人あること分明なるに至りたるときは法人は存立せさりしものと看倣す。但

管理人か其権限内に於て為したる行為の効力を妨けす 

  

第１０５６条 管理人の代理権は相続人か相続の承認を為したる時に於て消滅す 

前項の場合に於ては管理人は遅滞なく相続人に対して管理の計算を為すことを要す 

  

第１０５７条  第１０５２条第２項に定めたる公告ありたる後２箇月内に相続人あること分明な

るに至らさるときは管理人は遅滞なく一切の相続債権者及ひ受遺者に対し一定の期間内

に其請求の申出を為すへき旨を公告することを要す。但其期間は２箇月を下ることを得す 

第７９条第２項、第３項及ひ第１０３０条ないし第１０３７条の規定は前項の場合に之を準用

す。但第１０３４条但書の規定は此限に在らす 

  

第１０５８条  前条第１項の期間満了の後仍ほ相続人あること分明ならさるときは裁判所は

管理人又は検事の請求に因り相続人あらは一定の期間内に其権利を主張すへき旨を公

告することを要す。但其期間は１年を下ることを得す 

  

第１０５９条  前条の期間内に相続人たる権利を主張する者なきときは相続財産は国庫に

帰属す。此場合に於ては第１０５６条第２項の規定を準用す 

 相続債権者及ひ受遺者は国庫に対して其権利を行ふことを得す 

  

第６章  遺言 

第１節              総則 

  

第１０６０条 遺言は本法に定めたる方式に従ふに非されは之を為すことを得す 

  

第１０６１条 満１５年に達したる者は遺言を為すことを得 

  

第１０６２条 第４条、第９条、第１２条及ひ第１４条の規定は遺言には之を適用せす 

  

第１０６３条 遺言者は遺言を為す時に於て其能力を有することを要す 

  

第１０６４条 遺言者は包括又は特定の名義を以て其財産の全部又は一部を処分すること
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を得。但遺留分に関する規定に違反することを得す 

  

第１０６５条 第９６８条及ひ第９６９条の規定は受遺者に之を準用す 

  

第１０６６条  被後見人か後見の計算終了前に後見人又は其配偶者若くは直系卑属の利

益と為るへき遺言を為したるときは其遺言は無効とす 

前項の規定は直系血族、配偶者又は兄弟姉妹か後見人たる場合には之を適用せす 

  

第２節              遺言の方式 

第１款              普通方式 

  

第１０６７条 遺言は自筆証書、公正証書又は秘密証書に依りて之を為すことを要す。但特

別方式に依ることを許す場合は此限に在らす 

  

第１０６８条 自筆証書に依りて遺言を為すには遺言者其全文、日付及ひ氏名を自書し之

に捺印することを要す 

自筆証書中の挿入、削除其他の変更は遺言者其場所を指示し之を変更したる旨を付記

して特に之に署名し且其変更の場所に捺印するに非されは其効なし 

  

第１０６９条 公正証書に依りて遺言を為すには左の方式に従ふことを要す 

 一 証人２人以上の立会あること 

 二 遺言者か遺言の趣旨を公証人に口授すること 

 三 公証人か遺言者の口述を筆記し之を遺言者及ひ証人に読聞かすこと 

 四 遺言者及ひ証人か筆記の正確なることを承認したる後各自之に署名、捺印すること。

但遺言者か署名すること能はさる場合に於ては公証人其事由を付記して署名に代ふること

を得 

 五  公証人か其証書は前４号に掲けたる方式に従ひて作りたるものなる旨を付記して之

に署名、捺印すること 

  

第１０７０条 秘密証書に依りて遺言を為すには左の方式に従ふことを要す 

 一 遺言者か其証書に署名、捺印すること 

 二 遺言者か其証書を封し証書に用ゐたる印象を以て之に封印すること 

 三 遺言者か公証人一人及ひ証人２人以上の前に封書を提出して自己の遺言者なる旨

及ひ其筆者の氏名、住所を申述すること 

 四  公証人か其証書提出の日付及ひ遺言者の申述を封紙に記載したる後遺言者及ひ

証人と共に之に署名、捺印すること 

第１０６８条第２項の規定は秘密証書に依る遺言に之を準用す 

  

第１０７１条  秘密証書に依る遺言は前条に定めたる方式に欠くるものあるも第１０６８条の

方式を具備するときは自筆証書に依る遺言として其効力を有す 
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第１０７２条  言語を発すること能はさる者か秘密証書に依りて遺言を為す場合に於ては遺

言者は公証人及ひ証人の前に於て其証書は自己の遺言書なる旨並に其筆者の氏名、住

所を封紙に自書して第１０７０条第１項第３号の申述に代ふることを要す 

公証人は遺言者か前項に定めたる方式を踏みたる旨を封紙に記載して申述の記載に代

ふることを要す 

  

第１０７３条  禁治産者か本心に復したる時に於て遺言を為すには医師２人以上の立会あ

ることを要す 

遺言に立会ひたる医師は遺言者か遺言を為す時に於て心神喪失の状況に在らさりし旨

を遺言書に付記して之に署名、捺印することを要す。但秘密証書に依りて遺言を為す場合

に於ては其封紙に右の記載及ひ署名、捺印を為すことを要す 

  

第１０７４条 左に掲けたる者は遺言の証人又は立会人たることを得す 

 一 未成年者 

 二 禁治産者及ひ準禁治産者 

 三 剥奪公権者及ひ停止公権者 

 四 遺言者の配偶者 

五 推定相続人、受遺者及ひ其配偶者並に直系血族 

六 公証人と家を同しくする者及ひ公証人の直系血族並に筆生、雇人 

 （注）「筆生」とは、文字を書き写すことを役目・職業とする人。 

 

第１０７５条 遺言は２人以上同一の証書を以て之を為すことを得す 

  

第２款              特別方式 

  

第１０７６条  疾病其他の事由に因りて死亡の危急に迫りたる者か遺言を為さんと欲すると 

きは証人３人以上の立会を以て其一人に遺言の趣旨を口授して之を為すことを得。此場

合に於ては其口授を受けたる者之を筆記して遺言者及ひ他の証人に読聞かせ各証人其

筆記の正確なることを承認したる後之に署名、捺印することを要す 

前項の規定に依りて為したる遺言は遺言の日より２０日内に証人の一人又は利害関係

人より裁判所に請求して其確認を得るに非されは其効なし 

裁判所は遺言か遺言者の真意に出てたる心証を得るに非されは之を確認することを得す 

  

第１０７７条 伝染病の為め行政処分を以て交通を遮断したる場所に在る者は警察官一人

及ひ証人一人以上の立会を以て遺言書を作ることを得 

  

第１０７８条  従軍中の軍人及ひ軍属は将校又は相当官一人及ひ証人２人以上の立会を

以て遺言書を作ることを得。若し将校及ひ相当官か其場所に在らさるときは準士官又は下

士一人を以て之に代ふることを得 
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従軍中の軍人又は軍属か疾病又は傷病の為め病院に在るときは其院の医師を以て前項

に掲けたる将校又は相当官に代ふることを得 

  

第１０７９条  従軍中疾病、傷病其他の事由に因りて死亡の危念に迫りたる軍人及ひ軍属

は証人２人以上の立会を以て口頭にて遺言を為すことを得 

前項の規定に従ひて為したる遺言は証人其趣旨を筆記して之に署名、捺印し且証人の

一人又は利害関係人より遅滞なく理事又は主理に請求して其確認を得るに非されは其効

なし 

第１０７６条第３項の規定は前項の場合に之を準用す 

 （注）「理事」とは、陸軍法務官をいい、「主理」とは海軍法務官をいう。（近藤英吉『判例遺言法』８８頁） 

 

第１０８０条  艦船中に在る者は軍艦及ひ海軍所属の船舶に於ては将校又は相当官一人

及ひ証人２人以上其他の船舶に於ては船長又は事務員一人及ひ証人２人以上の立会を

以て遺言書を作ることを得 

前項の場合に於て将校又は相当官か其艦船中に在らさるときは準士官又は下士一人を

以て之に代ふることを得 

  

第１０８１条  第１０７９条の規定は艦船遭難の場合に之を準用す。但海軍の所属に非さる

船舶中に在る者か遺言を為したる場合に於ては其確認は之を裁判所に請求することを要

す 

  

第１０８２条  第１０７７条、第１０７８条及ひ第１０８０条の場合に於ては遺言者、筆者、立会

人及ひ証人は各自遺言書に署名、捺印することを要す 

  

第１０８３条  第１０７７条乃至第１０８１条の場合に於て署名又は捺印すること能はさる者あ

るときは立会人又は証人は其事由を付記することを要す 

  

第１０８４条 第１０６８条第２項及ひ第１０７３条乃至第１０７５条の規定は前８条の規定に依

る遺言に之を準用す 

  

第１０８５条 前９条の規定に依りて為したる遺言は遺言者か普通方式に依りて遺言を為す

ことを得るに至りたる時より６箇月間生存するときは其効なし 

  

第１０８６条 日本の領事の駐在する地に在る日本人か公正証書又は秘密証書に依りて遺

言を為さんと欲するときは公証人の職務は領事之を行ふ 

  

第３節              遺言の効力 

  

第１０８７条 遺言は遺言者の死亡の時より其効力を生す 

遺言に停止条件を付したる場合に於て其条件か遺言者の死亡後に成就したるときは遺
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言は条件成就の時より其効力を生す 

  

第１０８８条 受遺者は遺言者の死亡後何時にても遺贈の放棄を為すことを得 

遺贈の放棄は遺言者の死亡の時に遡りて其効力を生す 

  

第１０８９条 遺贈義務者其他の利害関係人は相当の期間を定め其期間内に遺贈の承認

又は放棄を為すへき旨を受遺者に催告することを得。若し受遺者か其期間内に遺贈義務

者に対して其意思を表示せさるときは遺贈を承認したるものと看倣す 

  

第１０９０条 受遺者か遺贈の承認又は放棄を為さすして死亡したるときは其相続人は自己

の相続権の範囲内に於て承認又は放棄を為すことを得。但遺言者か其遺言に別段の意

思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第１０９１条 遺贈の承認及ひ放棄は之を取消すことを得す 

第１０２２条第２項の規定は遺贈の承認及ひ放棄に之を準用す 

  

第１０９２条 包括受遺者は遺産相続人と同一の権利義務を有す 

  

第１０９３条  受遺者は遺贈か弁済期に至らさる間は遺贈義務者に対して相当の担保を請

求することを得。停止条件付遺贈に付き其条件の成否未定の間亦同し 

  

第１０９４条  受遺者は遺贈の履行を請求することを得る時より果実を取得す。但遺言者か

其遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第１０９５条  遺贈義務者か遺言者の死亡後遺贈の目的物に付き費用を出たしたるときは

第２９９条の規定を準用す 

果実を収取する為めに出たしたる通常の必要費は果実の価格を越えさる限度に於て其

償還を請求することを得 

  

第１０９６条 遺贈は遺言者の死亡前に受遺者か死亡したるときは其効力を生せす 

停止条件付遺贈に付ては受遺者か其条件の成就前に死亡したるとき亦同し。但遺言者

か其遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第１０９７条 遺贈か其効力を生せさるとき又は放棄に因り其効力なきに至りたるときは受遺

者か受くへかりしものは相続人に帰属す。但遺言者か其遺言に別段の意思を表示したると

きは其意思に従ふ 

  

第１０９８条  遺贈は其目的たる権利か遺言者の死亡の時に於て相続財産に属せさるとき

は其効力を生せす。但其権利か相続財産に属せさることあるに拘はらす之を以て遺贈の

目的と為したるものと認むへきときは此限に在らす 
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第１０９９条  相続財産に属せさる権利を目的とする遺贈か前条但書の規定に依りて有効

なるときは遺贈義務者は其権利を取得して之を受遺者に移転する義務を負ふ。若し之を

取得すること能はさるか又は之を取得するに付き過分の費用を要するときは其価額を弁償

することを要す。但遺言者か其遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第１１００条 不特定物を以て遺贈の目的と為したる場合に於て受遺者か追奪を受けたると

きは遺贈義務者は之に対して売主と同しく担保の責に任す 

前項の場合に於て物に瑕疵ありたるときは遺贈義務者は瑕疵なき物を以て之に代ふるこ

とを要す 

  

第１１０１条 遺言者か遺贈の目的物の滅失若くは変造又は其占有の喪失に因り第三者に

対して償金を請求する権利を有するときは其権利を以て遺贈の目的と為したるものと推定

す 

遺贈の目的物か他の物と付合又は混和したる場合に於て遺言者か第２４３条乃至第２４５

条の規定に依り合成物又は混和物の単独所有者又は共有者と為りたるときは其全部の所

有権又は共有権を以て遺贈の目的と為したるものと推定す 

  

第１１０２条  遺贈の目的たる物又は権利か遺言者の死亡の時に於て第三者の権利の目

的たるときは受遺者は遺贈義務者に対し其権利を消滅せしむへき旨を請求することを得す。

但遺言者か其遺言に反対の意思を表示したるときは此限に在らす 

  

第１１０３条 債権を以て遺贈の目的と為したる場合に於て遺言者か弁済を受け且其受取り

たる物か尚ほ相続財産中に存するときは其物を以て遺贈の目的と為したるものと推定す 

金銭を目的とする債権に付ては相続財産中に其債権額に相当する金銭なきときと雖も其

金額を以て遺贈の目的と為したるものと推定す 

  

第１１０４条  負担付遺贈を受けたる者は遺贈の目的の価額を超えさる限度に於てのみ其

負担したる義務を履行する責に任す 

受遺者か遺贈の放棄を為したるときは負担の利益を受くへき者自ら受遺者と為ることを得。

但遺言者か其遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第１１０５条 負担付き遺贈の目的の価額か相続の限定承認又は遺留分回復の訴に因りて

減少したるときは受遺者は其減少の割合に応して其負担したる義務を免る。但遺言者か其

遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

  

第４節              遺言の執行 

  

第１１０６条 遺言書の保管者は相続の開始を知りたる後遅滞なく之を裁判所に提出して其

検認を請求することを要す。遺言書の保管者なき場合に於て相続人か遺言書を発見した
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る後亦同し 

前項の規定は公正証書に依る遺言には之を適用せす 

封印ある遺言書は裁判所に於て相続人又は其代理人の立会を以てするに非されは之を

開封することを得す 

  

第１１０７条 前条の規定に依りて遺言書を提出することを怠り、其検認を経すして遺言を執

行し又は裁判所外に於て其開封を為したる者は２００円以下の過料に処せらる 

  

第１１０８条  遺言者は遺言を以て一人又は数人の遺言執行者を指定し又は其指定を第

三者に委託することを得 

遺言執行者指定の委託を受けたる者は遅滞なく其指定を為して之を相続人に通知する

ことを要す 

遺言執行者指定の委託を受けたる者か其委託を辞せんとするときは遅滞なく其旨を相続

人に通知することを要す 

  

第１１０９条 遺言執行者か就職を承諾したるときは直ちに其任務を行ふことを要す 

  

第１１１０条  相続人其他の利害関係人は相当の期間を定め其期間内に就職を承諾する

や否やを確答すへき旨を遺言執行者に催告することを得。若し遺言執行者か其期間内に

相続人に対して確答を為ささるときは就職を承諾したるものと看倣す 

  

第１１０１条 無能力者及ひ破産者は遺言執行者たることを得す 

  

第１１１２条  遺言執行者なきとき又は之なきに至りたるときは裁判所は利害関係人の請求

に因りて之を選任することを得 

前項の規定に依りて選任したる遺言執行者は正当の理由あるに非されは就職を拒むこと

を得す 

  

第１１１３条 遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を調製して之を相続人に交付すること

を要す 

遺言執行者は相続人の請求あるときは其立会を以て財産目録を調製し又は公証人をし

て之を調製せしむることを要す 

  

第１１１４条  遺言執行者は相続財産の管理其他遺言の執行に必要なる一切の行為を為

す権利義務を有す 

第６４４条乃至第６４７条及ひ第６５０条の規定は遺言執行者に之を準用す 

  

第１１１５条 遺言執行者ある場合に於て相続人は相続財産を処分し其他遺言の執行を妨

くへき行為を為すことを得 
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第１１１６条 前３項の規定は遺言か特定財産に関する場合に於ては其財産に付てのみ之

を適用す 

  

第１１１７条 遺言執行者は之を相続人の代理人と看倣す 

  

第１１１８条  遺言執行者は已むことを得さる事由あるに非されは第三者をして其任務を行

はしむることを得す。但遺言者か其遺言に反対の意思を表示したるときは此限に在らす 

遺言執行者か前項但書の規定に依り第三者をして其任務を行はしむる場合に於ては相

続人に対し第５条に定めたる責任を負ふ 

  

第１１１９条 数人の遺言執行者ある場合に於ては其任務の執行は過半数を以て之を決す。

但遺言書か其遺言に別段の意思を表示したるときは其意思に従ふ 

各遺言執行者は前項の規定に拘はらす保存行為を為すことを得 

  

第１１２０条 遺言執行者は遺言に報酬を定めたるときに限り之を受くることを得 

裁判所に於て遺言執行者を選任したるときは裁判所は事情に依り其報酬を定むることを得 

遺言執行者か報酬を受くへき場合に於ては第６４８条第２項及ひ第３項の規定を準用す 

  

第１１２１条 遺言執行者か其任務を怠りたるとき其他正当の事由あるときは利害関係人は

其解任を裁判所に請求することを得 

遺言執行者は正当の事由あるときは就職の後と雖も其任務を辞することを得 

  

第１１２２条 第６５４条及ひ第６５５条の規定は遺言執行者の任務か終了したる場合に之を

準用す 

  

第１１２３条  遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とす。但之に因りて遺留分を減

することを得す 

  

第５節              遺言の取消 

  

第１１２４条 遺言者は何時にても遺言の方式に従ひて其遺言の全部又は一部を取消すこ

とを得 

  

第１１２５条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは其抵触する部分に付ては後の遺言を以

て前の遺言を取消したるものと看倣す 

前項の規定は遺言と遺言後の生前処分其他の法律行為と抵触する場合に之を準用す 

  

第１１２６条 遺言者か故意に遺言書を毀滅したるときは毀滅したる部分に付ては遺言を取

消したるものと看倣す。遺言者か故意に遺贈の目的物を毀滅したるとき亦同し 
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第１１２７条 前３条の規定に依りて取消されたる遺言は其取消の行為か取消され又は効力

を生せさるに至りたるときと雖も其効力を回復せす。但其行為か詐欺又は強迫に因る場合

は此限に在らす 

  

第１１２８条 遺言者は其遺言の取消権を放棄することを得す 

  

第１１２９条 負担付遺贈を受けたる者か其負担したる義務を履行せさるときは相続人は相

当の期間を定めて其履行を催告し若し其期間内に履行なきときは遺言の取消を裁判所に

請求することを得 

  

第７章   遺留分 

  

第１１３０条 法定家督相続人たる直系卑属は遺留分として被相続人の財産の半額を受く 

此他の家督相続人は遺留分として被相続人の財産の３分の１を受く 

  

第１１３１条 遺産相続人たる直系卑属は遺留分として被相続人の財産の半額を受く 

遺産相続人たる配偶者又は直系尊属は遺留分として被相続人の財産の３分の１を受く 

  

第１１３２条 遺留分は被相続人か相続開始の時に於て有せし財産の価額に其贈与したる

財産の価額を加え其中より債務の全額を控除して之を算定す 

条件付権利又は存続期間の不確定なる権利は裁判所に於て選定したる鑑定人の評価

に従ひ其価格を定む 

家督相続の特権に属する権利は遺留分の算定に関しては其価額を算入せす 

  

第１１３３条 贈与は相続開始前１年間に為したるものに限り前条の規定に依りて其価額を

算入す。１年前に為したるものと雖も当事者双方か遺留分権利者に損害を加ふることを知

りて之を為したるとき亦同し 

  

第１１３４条  遺留分権利者及ひ其承継人は遺留分を保全するに必要なる限度に於て遺

贈及ひ前条に掲けたる贈与の減殺を請求することを得 

  

第１１３５条 条件付権利又は存続期間の不確定なる権利を以て贈与又は遺贈の目的と為

したる場合に於て其贈与又は遺贈の一部を減殺すへきときは遺留分権利者は第１０３２条

第２項の規定に依りて定めたる価格に従ひ直ちに其残部の価額を受贈者又は受遺者に給

付することを要す 

  

第１１３６条 贈与は遺贈を減殺したる後に非されは之を減殺することを得す 

  

第１１３７条 贈与は其目的の価額の割合に応して之を減殺す。但遺言者か其遺言に別段

の意思を表示したるときは其意思に従ふ 
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第１１３８条 贈与の減殺は後の贈与より始め順次に前の贈与に及ふ 

  

第１１３９条 受贈者は其返還すへき財産の外尚ほ減殺の請求ありたる日以後の果実を返

還することを要す 

  

第１１４０条  減殺を受くへき受贈者の無資力に因りて生したる損失は遺留分権利者の負

担に帰す 

  

第１１４１条  負担付贈与は其目的の価額中より負担の価額を控除したるものに付其減殺

を請求することを得 

  

第１１４２条  不相当の対価を以て為したる有償行為は当事者双方か遺留分権利者に損

害を加ふることを知りて為したるものに限り之を贈与と看倣す。此場合に於て遺留分権利者

か其減殺を請求するときは其対価を償還することを要す 

  

第１１４３条 減殺を受くへき受贈者か贈与の目的を他人に譲渡したるときは遺留分権利者

に其価額を弁償することを要す。但譲受人か譲渡の当時遺留分権利者に損害を加ふるこ

とを知りたるときは遺留分権利者は之に対しても減殺を請求することを得 

前項の規定は受贈者か贈与の目的の上に権利を設定したる場合に之を準用す 

  

第１１４４条 受贈者及ひ受遺者は減殺を受くへき限度に於て贈与又は遺贈の目的の価額

を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免るることを得 

前項の規定は前条第１項但書の場合に之を準用す 

  

第１１４５条 減殺の請求権は遺留分権利者か相続の開始及ひ減殺すへき贈与又は遺贈

ありたることを知りたる時より１年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す。相続開始の時

より１０年を経過したるとき亦同し 

  

第１１４６条 第９９５条、第１００４条、第１００５条、第１００７条及ひ第１００８条の規定は遺留

分に之を準用す 

  

付則（明治３５年法律第３７号） 

本法施行前に分家を為したる者の本家に在る直系卑属か意思能力を有せさるときは法

定代理人之に代はり民法第７３７条第１項の規定に依りて分家の家族と為る手続を為すこと

を得 

本法施行前に分家を為したる者の直系卑属にして民法第７３７条の規定に依り分家の家

族と為りたる者に付ては同法第９７２条の規定を適用せす。但第三者か既に取得したる権

利を害することを得す 

 



47 
 

【付録】 

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律 

  昭和２２年法律第７４号 

  施行 昭和２２年５月３日（附則１項） 

  失効 昭和２３年１月１日（附則２項） 

    

第１条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について個人の尊厳と両性の本質

的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。 

第２条  妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適

用しない。 

第３条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。 

第４条 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。 

第５条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。 

２ 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用し

ない。 

３ 配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として

離婚の訴を提起することができる。 

第６条 親権は、父母が共同してこれを行う。 

２ 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議

でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、

裁判所が、これを定める。 

３ 裁判所は、子の利益のために親権者を変更することができる。 

第７条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。 

２ 相続については、第８条及び第９条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従

う。 

第８条 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。 

２ 配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に従う。 

一 直系卑属とともに相続人であるときは、３分の１とする。 

二 直系尊属とともに相続人であるときは、２分の１とする。 

三 兄弟姉妹とともに相続人であるときは、３分の２とする。 

第９条 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に従う。 

一 直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であると

きは、被相続人の財産の２分の１とする。 

二 その他の場合は、被相続人の財産の３分の１とする。 

第 10 条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。 

 

附 則 

１ この法律は、日本国憲法施行の日（昭和２２年５月３日）からこれを施行する。 

２ この法律は、昭和２３年１月１日から、その効力を失う。 
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【利用上のご注意】 

 読みやすくする工夫として、旧親族法・旧相続法の原文表記の一部について以下のとおり変

更した。行頭の字下げなどの配字は拘泥していない。大事な用件に際しては信頼できる資料

(我妻栄編『旧法令集』など)に依拠して条文の一字一句を再確認していただきたい。 

[変更点] 

（1）   漢数字を洋数字に変更した。ただし、熟語を構成している漢数字及び号番号は、漢数

字を維持した。 

（2）   片仮名を平仮名に変更した。 

（3）   旧漢字を新漢字に変更した。その際、「个」を「箇」に変更し、「缺」を「欠」に変更したが、 

熟語である「欠缺」（けんけつ）の語は維持した。 

（4）   前段・後段、本文・ただし書のように、一つの規定の中で用言の終止形で終了する文を

２つ以上設ける場合に限り、文と文の間に句点を付けて区切りを示した。 
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