
平成23年 9月 30日判決言渡 1司 日原本交付 裁判所書記官 ‐ ‐

平成20年レ)第 34911号  遺言無効確認請求事件

口頭弁論終結日 平成 23年 6月 29日
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上記 6名訴訟代理人弁護士

同

主        文

1 原佑|■■■■Dの訴えをいずれも却下する。
2 原句口||い請求をいずれも葉却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 原告らと被告らとの間において,東京法務局所属公証人溝口昭治が平成 17

年 3月 30日 に作成した平成 17年第 104号遺言公正証書による亡dl口ID
の遺言は無効であることを確認する。

2 被賀■■■島は亡allrの 相続財産につき相続権を有しないことを確認す

る。

第2 事業の概要

本件は,原告らが,被告らに対し
`遺言能力の欠如,詐欺ないし錯誤等を理

由に,上記第 1の ■の確認を求めるとともに,被書●■■■1に詐欺ないし偽造

の相続欠格事由が存するとして,上記第 1の 2の確認を求めた事案である。

1 争いのない事実等

{1)暉■暉口H以下「● 」という。)と その妻¢■|■ロト (大正 6年 4月 30

日生,以下 町口Llと いう。)と の間には,長女である被告力■■B(以下

「
■ ||口」という。),長男である1口■● (以 下「●口 という。),決女で

ある被告●口■■X以下     」という。)及び次男である原告●■■B
(以下 |口■■詢 という。)の 4人の子があったところ,1■日は平成 8年 1月

21日 に死亡し,d口いは平成 18年 4月 14日 に死亡したrぞの後,J'ま平

成 20年 2月 29日 に死亡し,その妻である被告●■■■● 並びに子である

ハ日の権利義務を相続した。
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原儀

“

|||IL(以下「     」という。)は原告|い妻であり,被告

¬口■■詈遺言執行者鬱■■■(以下「
0■■■nlと いう。)は弁護士である。

{2)lEは ,平成4年 2月 17日 ,「別紙物件目録1記載の土地(以下「本件

1の土地」のようにいう。ただし, の土地から本件 1の上

地及び本件 3の土地への分筆は平成 11年 2月 12日 に行われた。)θ賓曰■

持分(100分の 92)を ,1■Bに 2分の1,被告覇

「

,■及び被告|■諄に各

6分の 1の割合で相続させる。本件 3の土地の■■特分(100分の92)を
,

日D及び原告書に各 2分の 1の割合で相続させる。本件 2の建物及び現金預

貯金を1口諄に相統させる。将来剣lpの相続に際しては,上記で俊子が取得

した本件 1の土地の持分は被告● ,お及び被告■■h｀各 3分の 1の割合で

取得し,上記で俊子が取得した本件 3の土地の持分は原告茂が取得すること

を希望する。遺言執行者に被告■■
|を

指定する。」旨等を内容とする自筆証

書遺言 (以下 曖 遺言」という。)を作成した(甲 4, 16)。

(3}● は,平成 16年 3月 6日 ,「本件 1の土地のこL持分(600分の 3

24),本件 2の建物の所有権及び本件 3の土地(劉■L持分(100分の 5

4)を ,原告茂に相続させる。現金,預金,貯金,国債及び簡易保険は,111

に45パーセント,被告● に25パーセント,被告● に25パーセント,

原引購に5パーセントの割合で相続させる。その余の財産は被倒■pに相続

させる。原告0'ま 1■■けに引き続き部屋を使ってもらうようにして下さい。

遺言執行者として被御口■)を指定する。遺言執行費用は弁護士会の規定を基

準にして相続財産の中から支払うものとする。」旨を内容とする自筆証書遺

言 (以下「佃卜自筆証書遺言」という。)を作成した(甲 5, 16)。

(4)東京法務局所属公証人溝口昭治は,平成17年 3月 30日 ,1口●(当 時8

7歳 )を遺言者とし,「ロ トはこれまでの遺言書を全部取り消し,次のとお

り遺言する。本件 1.の 土地の日●時分(600分の324)及び本件 2の建物

を,被告● に相続させる。本件3の土地のロト持分(100分の54)を ,
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原告● こ相続させる。現金,預金,貯金,国債,投資信託,簡易保険,生命

保険,損害保険及び株式は,被告1●に45パーセン ト,●こ55パーセン

トの割合で相続させる。上記現金,預金及び貯金の遺言効力発生時の残高状

況をみて,被告和田|口■口
|と 原告口lnに それぞれ ら0万円ないし100万

円を遺贈する。その余の財産は被」■摯に相続させる。被告● は1‐ こ

引き続き本件 2の建物の2階の202号室を使ってもらうようにして下さい。

祭祀主宰者として:■|を指定するので,|■■■■院生とよく相談をしてやって

下さい。遺言執行者として被告‐ を指定する。遺言執行者の報酬額は従前

の,日 本弁護士連合会報酬基準に準ずるものとし,その報酬及び執行に要する

費用は各相続人がその財産取得割合により按分して負担するものとする。こ

の場合の土地・建物の評価は本遺言が効力を発生する年の固定資産課税台帳

の評価額による。遺言執行者報酬及び執行に要する費用は,遺言執行者にお

いて本件相続財産から優先して随時に支出することができる。この遺言書の

内容は,いろいろと考えてのことで,兄弟姉妹仲良くやつて下さい。」旨を

内容とする,平成 17年第 104号遺言公正証書 (以下「本件遺言」とい

う。)を作成した (甲 1)。

2 原告らの主張

(1)原告●■■卜は本件遺言の受遺者であり,本件遺言の無効を確認することは

原告■■尋の現在の紛争処理にとって抜本的かつ適切であるから,原告●

■}には本件の訴えの利益がある。

12)本件遺言は,その作成の際に3が 遺言の趣旨を公証人に日述していない

から,方式が民法 969条 2号に違背し無効である。

{3)‐ は,平成 13年 2月 ころから混合型痴果と診断されており,平成 16

年夏ころから,食事の際に他人の分まで食べてしまったり,引 き算が分から

ずおつりの計算ができなかったり,お風呂で同じところを何度も洗い同じと

ころを洗い忘れたり,茄子の味噌汁を作るつもりでバナナの味噌汁を作った
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り,大便を汚物入れに入れたり,夕食の買い物に行ってくると言われている

のに寿司の出前をとるなどしたことがあり,認知症が進行 していたことから

すると,1■●は本件遺言時に遺言能力を欠いていたから,本件遼言は無効で

ある。

本件遺言の理由は,義信遣言により原告●が他の兄弟よりかなり多額の資

産を取得 したこと及び離婚 した被告|■■の将来を1日が心配 したことにある

とされるが,日 D童言によりその子供 らが取得 した財産価値を比較する(不

動産価格は平成 20年度固定資産評価証明書上の不動産評価額による。)と ,

被告鋼n,0及 び被告

“

卜が各 22.7パ ーセント,原告●が31.9パ ー

セン トであり,原告■が他の兄弟よりかなり多額の資産を取得したとはいえ

ないし,被告dEは ,平成 16年に2644万 円程度の退職手当を受給 し,

年金も年額 236万 円余 りを受給すると推測されるから,その将来が心配な

状況にはない。そ して,本件遣言により各相続人が取得 した財産価値を比較

する(不動産価格につき同上。)と ,被告」■卜が20.3パーセント,1■がじ二
4,8パーセント,被台■Lが 40.6パーセント,原告茂が14,2パー

セントであることからすれば,本件遺言は,被告■日の詐欺により,ロ トが

要素の錯誤に陥った結果作成されたものであり,原翻日は原告■■島及び被

告らに対し本件訴状により本件遺言を詐欺を理由に取り消す旨の意思表示を

したから,本件遺言は詐欺ないし錯誤のため無効である。

(4)上記(3)に よれば,被告口●は,詐欺によって1■卜に遺言をさせ,ま たは実

質的に■卜の遺言書を偽造した者であるから,民法891条 4号または 5号

により,相続人となることができない。

3 被告らの主張

(1)原告■日■卜は本件遺言の受遺者にすぎず,本件遺言の無効の確認を求める

ことは自らの不利益を求めることであるから,原告嘔■ には本件の訴えの

利益がない。
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(2)本件遺言は,その作成の際に1日曜が遺言の趣旨を公証人に自述しており,

遺言書の成立要件を具備している。

{3)本件遺言について,■ の遺言能力に問題はなかった。遺言は15歳でも

することができ(民法961条),成年被後見人でもできる場合がある(同法

973条 )と されていることからしても,遺言能力の程度は本来それ程高い

ものが要求されているわけではない。

本件遺言について,被告■日 が俊子に詐欺をした事実はないし,1日L。 錯`

誤に陥っていた事実もない。

(4)被告

"に

詐欺ないし偽造の相続欠格事由はない。

第 3 判断

1 証拠 (甲 1, 5, 12, 18～ 22, 24～ 30, 3、 3～ 35, 37, 乙A
3,乙 B2,4,証 ノ

`■

■■n原 告本人1申口●■●,原告本人1■口B被 告

本メJII■キ,被告本人|■■■n鑑 定の結果)及び弁論の金趣旨によれば,

次の事実が認められる。

(1)原告いは,平成 4年 4月 ころ,an吸 び■卜が居住していた本件 2の建物

の敷地 (地番 41番 124の土地)の一部 (平成 11年 2月 12日 分筆後の本

件 3の土地)に居宅を新築し,家族 (原告i■● ,長到口■口及び長女1■B

●で入居した。

●●は,平成8年 1月 21日 に死亡した。

(2)■卜は,平成 12年 9月 ,医師により脳出血と診断され,保存的治療によ

り軽快したが,こ の後,夜間の頻尿や尿失禁がみられるようになり,同年 1

1月 ,物忘れ等の自覚症状から病院で受診 したところ,頭部MRIの画像所

見では「右後頭葉にやや古い血腫があり,大脳自質に小梗塞巣が多発してい

る。′l閾萎縮もあり側頭葉内側の萎縮もあるのでアルツハイマーも否定できな

い。」とされ,同月 10日 に行われた改訂長谷川式簡易知能評価スケールの

結果は, 30点満点で 17点であった。このころより■ は,医師からアル
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ツハイマー病の症状緩和薬であるアリセプ ト等を処方され,通院を継続 し,

通院中の平成 13年 2月 には,医師により混合性痴果等の診断を受けていた。

なお,原告らは,平成 13年 4月 ころから平成 16年 11月 ころまで,P

●から,(■Dの介護費用等として月額 10万円を受領 していた。

{3)■Lは,平成 16年 3月 6日 ころ,原告0の送迎で被告覆日の事務所へ赴

き,● 自筆証書遺言を作成して,その保管を被告口■〕こ依頼した。

{4)平成 16年 5月 ころ,|■Bについて介護保険要介護認定等のための調査が

行われたが,そ の基本調査によると,当 時qロキの状態は概ね,「座位保持

や歩行はできるが,移乗や移動には見守 り等が必要。排尿,排便,洗顔,着

替え等は自立しており,日 常の意思決定はできるが,つめ切りや電話の利用

には一部介助を要する。昼夜逆転や火の不始末等の問題行動がときどきあ

る。」というものであった。

(5)俊子は,平成 16年 8月 ころ,食事の際に,自 己の分を食べ終えた後,原

告口い皿にあるものまで食べたり,原賀口■書に「引き算は分からない。」

旨を述べたり,入浴の際に何度も背中を洗い残したり,茄子の味噌汁を作る

つもりでバナナを入れたりしたことがあり,同年 9月 末ころ,原習●が開店

するカレー店のトイレの汚物入れに自己の大便を入れたことがあった。

また,平成16年 10月 ころ,原告●■■バロ に「夕食の買い物に行っ

てくる。」旨を言い置いて昼寝をさせたところ,‐ は,夕方に起きて, 1

人分の寿司の出前を頼んだことがあった。

(6)被告■●は,千葉県内の小学校で校長職を務めていたところ,平成 16年

に退職し,同年 10月 ころ,‐ に対し「夫から暴力を受けた。離婚した

い。」などと述べたところ,|IDから「それなら一緒に住んでほしい。」旨
を言われたことから,同年 11月 23日 ころ,本件 2の建物に転居して,"

●との同居を始めた。

{7)●貯は,平成17年 1月 末ころ,被告

"に

「以前に書いた遺言を書き換
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えたい。そのために被」■■に会いに行きたいので,被告|■■に連絡をとっ

て会える日を決めてほしい。」旨を述べて打ち合わせの日時を設定してもら

い,同年 2月 5日 ,ヘルパー(電
目■■H以下「■L」 という。)を伴って被

告■ の事務所を訪れ,1■口が同席しない応接室で,被告嘔剛に対し,「前

に遺言書を書いたが,あれから色々のことがあって,本当に原習いに土地と

建物を全部やっていいものか悩んできた。被告JBが家に来てからは私の気

持ちも落ち着いて楽しく暮らしている。被告■EIの将来が心配で被習■卜に

母屋の土地と建物を残してやりたい。原告11)に はこれまで十分にやってきた

ので,そのように遺言を変えたくて,その手続をしてもらうために来た。原

告嗜が住んでいる土地の分は原告|●にやり,祭節E承継1測1に し,颯■■Lに引

き続き部屋を貸したい。預貯金や債権等は子供達に分けたいが,誰にどのよ

うに分けるのかについてはなお検討したい。」旨等を述べ,ま た,被告●目

から白筆証書遺言と公正証書遺言のメリットやデメリットについて説明を受

けると,被告相川に対し,「自分で書くのは面倒だし,あ とで検認手続が必

要になるなら公正証書の方がよい。」旨を述べ,上記の検討をするため帰宅

した。

次いで,|ロトは,平成 17年 2月 9日 ころ,被響■■に被留ロロとの打ち

合わせの同時を設定してもらい,同月 12日 ころ,自 宅で被告1■卜に対し備

忘のためメモをとってほしい旨を依頼して,「母屋の土地と建物の分は被告

● に,原告●が住んでいる土地の分は原留ロト与える。預金は允と被告敦

子に各 2分の 1を与え,原告層■Bと 被告g■口■卜に各 100万円を与え

る。祭祀承継はeと 被告嘔|卜に任せる。」旨等を記したメモを準備し,同月

13日 ,日■レ伴って被告● の事務所を訪れ,ロロが同席しない部屋で,

被告|●0に上記メモを差し出し,被告鋼自からその内容を確認される中で,

被告」

"|に

対し,「預金というのはお金に関する全部という意味である。祭

祀のことは允に任せたいが,|ln先生とよく相談をしてやってはしいといぅ
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ことを遺言書の中に入れてほしい。また,いろいろと考えての遺言内容であ

ることと,死亡後も兄弟姉妹仲良くやって下さいとい うことを,遺書の中に

記載してほしい。その余の財産があった場合の帰属は,被告爾恥が家を継い

でいくことになるので,被怯lnにする。」旨等を述べ,帰宅した。

その後,被告● は,0と 電話で話す中で確認された,「現金預金等に

っいて,日|を少し多くしたいので, 55パーセントと45パーセントにした

い。原告■■pと 被習■■|1臓へは, 50万 円から100万円と巾をつけ

たい。」旨のい の意向も取り入れ,遺言公正証書作成のための下準備を行

つた。そして,1■卜は,平成 17年 3月 30日 ,■D睦伴つて麹町公証役場

を訪れ,■nが同席 しない場所で,被告電■Dほか 1名 が証人として立会いの

もと,溝 口昭治公証人から,被告■■い 準`備 した公正証書案の内容全部を大

きめの声でゆっくりと一つ一つ確認 されると,同公証人に対 しその都度 ,

「そのとお りです。」と述べた り, うなず くなどし,最後に同公証人から

「このとお り間違いないですか。」などと問われると,「間違いない。」旨

を述べて,本件遺言の遺言者欄に自己の署名押印をした。

(8)本件遺言の作成に先立つ平成 17年 3月 17日 ころ,1日●について介護保

険要介護認定等のための調査が行われたが,その調査によると,当時の‥

の状態は概ね,「加齢による両下肢筋力低下が著 しく,室内は手す りに掴ま

りながら移動し,外出時は車椅子を使用する。少 し長く歩くと膝や腰が痛む。

近くのデイサービスヘの通所は,右手に杖をもち,左側をヘルパーに支えら

れて歩 く。 日中は一人で トイレに行 くが,夜間は尿取リパットを使用 してい

る。洗顔等を忘れて被告

“

に注意されることがある。ヨ:ζ髪はブラシを渡せ

ば一人で行える。着替えは一人で着脱するが,不完全なことが多くやや介助

されている。薬の内服はヘルパーに仕分けてもらい 1回分ずつ渡される。金

銭の出し入れは被御H●が行うが,易 しい管理は可能である。日常の意思決

定は,物忘れや判断力低下が日立ってきたが,特別な場合を除いてできる。
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少し前に伝えたことを忘れてしまうことがよくあり,デイ通所日を被告■F
に言われないと解らないことが多い。最近,同 じ話を繰り返したり,伝えて

も思い出すのにかなり時間がかかることが多い。」というものであり, 日常

生活の自立度 (第 9群 )は,障害老人の日常生活自立度 (寝た切 り度)が Bl

(Aが準寝たきり,B及びCが寝たきり。),痴呆性老人の日常生活自立度が

Ⅱa(鑑定人調書に添付された鑑定人作成の平成 23年 2月 12日付け「鑑

定書に関する補充尋問への回答」と題する書面に添付の「痴呆性高齢者に係

る認定調査の手引き」の 126頁によると,「 日常生活に必要な意思疎通の

困難さが多少,家庭外で見られる。服薬管理や金銭管理能力等に支障が出て

きているが「 誰かが注意していれば自立できる。主にみられる症状・行動の

例は,たびたび道に迷うとか,買い物や事務,金銭管理などそれまでできた

ことにミスが目立つ等。 1人暮らしが困難な場合もある。施設では,監視と

ともに見守りや声かけが時々必要な状態。」というもの。)と された。

なお,上記手引きの 126頁によると,上記「痴呆性老人の日常生活自立

度」のランクについては, Iが 「日常の生活に必要な意思の疎通はでき

る。」,Ibが 「日常生活に必要な意思疎通の困難さが多少,家庭内でも見

られる。」,Ⅲが「日常生活に必要な意思の疎通の困難さが見られる。」 ,

Ⅳが「日常の生活に必要な意思疎通の困難さが頻繁に見られる。」,Mが
「日常の生活に必要な意思疎通ができない又は,まれにしかできない。」な

どと説明されている。また,       内科のコロ■医師が作成した上記

調査のための主治医意見書には,心身の状態に関する意見として,「短期記

憶は問題あり。日常の意思決定を行うための認知能力については見守りが必

要。自分の意思の伝達能力はいくらか困難。食事は自立ないし何とか自分で

食べられる。障害老人の日常生活自立度 (寝た切り度)は Al。 痴果性老人の

日常生活自立度は I。 」との趣旨が記載されている。

そして,上記調査に基づき‐ について,区 長が平成 17年 3月 29日
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付けでした介護保険要介護認定の認定結果は,要介護 2であった。

(9)U■Lは,平成 17年 7月 15日 ,入浴時に脳出血の再発作を起こして入院

したが,寝たきりと全介助の状11鹸が固定化 したまま,平成 18年 4月 14日

に死亡した。

2 鵬 ■ 口 の訴えの利益について

以上を踏まえてみるに,原告恵美子は,俊子の相続人ではなく,本件遺言に

ついて受遺者の立場を有するにすぎないのであるから,本件遺言が無効である

ことによる法的利益は認められないし,被告晶子が俊子の相続財産につき相続

権を有しないことによる法的利益も認められない。

したがつて,原告恵美子には本件の訴えの利益 (確認の利益)が認められない。

3 )i量言書の成立要件について

上記 1で認定した本件遺言の作成経緯及び作成過程によれば,俊子は,本件

遺言について,公証人に対し自己の意思を明確に表明してお り,その真意を確

保するに足 りる関与をしていたと認められるから,民法 969条 2号所定の口

述をしていたと認められ,本件遺言は,公正証書遺言 としての遺言書の成立要

件を具備 していたと認められる。

4 遺言能力について

(1)_L記 1の認定事実に前記第 2の 1の争いのない事実等を併せると,1■いは,

平成 12年ころから痴果の症状がみられたが,|■nが被告|■nに対して述べ

た本件遺言作成の動機が,本件遣言の内容等に照らし首肯しうるものである

上,本件遺言の内容は,領り1自 筆証書遺言の内容より,● 遺言における

「将来の俊子の相続に際しては,俊子が取得した本件 1の土地の持分は被告

敦子,允及び被告晶子が各 3分の 1の割合で取得し,俊子が取得した本件 3

の土地の持分は原告茂が取得することを希望する。」旨(州■ の意向に沿う

ものでもあること,本件遺言は,それ自体さほど複雑な内容ではなく,その

構成もlm)置言や日L自 筆証書遺言と類似しており,1日にとって本件遺言
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の作成には格別高い能力は要しなかつたとみられること,平成 17年 3月 1

7日 ころに行われた介護保険要介護認定等のための調査において,(●時 にか

かる痴果性老人の日常生活自立度がⅡaと され,その認定結果も要介護 2で

あったこと,本件遺言作成時の俊子の言動に不可解なところはなく,意思疎

通能力も保たれていたこと等に照らすと,電■は,本件遺言時に,遺言能力

(遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識,判断するに足りる能力)

を欠いていたとは認められず,上記 1(5)dBの言動も,こ の認定を左右す

るに足りるものではない。

(2)鑑定八轟||IDま,その鑑定書において,「①
l■
Dは,平成 12年ころか

ら始まった認知症状態にあり,平成 17年 3月 30日 ころまでには中等度の

知能低下に至る混合型認知症に罹患していた。②

“

は,平成 17年 3月 3

0 FI当 時,自 らの意志で遺言を企画し,遺言内容を考え,決定する能力には

なかった。ただし,声かけや誘導によって遺言書を作成することは可能であ

ったと思われる。」旨の鑑定をしているところ,上記①の点は,上記 1の認

定事実に照らし,首肯しうるものである。

しかし,同鑑定人は,その鑑定人質問において,「認知症が軽度の場合で

も遺言能力がないと考える場合がある。これまで本件と同様の訴訟事件の鑑

定を10件程度経験し,全て中等度の認知症の事案であったが,そのうち遺

言能力がある旨の鑑定をしたケースは1件であり,その余は遺言能力がない

旨の鑑定をした。」旨等を述べており,これらを同鑑定書の内容と併せて考

慮すると,同鑑定人は遺言者に必要な遺言能力としてやや高度のものを想定

しているきらいがあり,上記 1の認定事実に照らし,鑑定の結果中,上記②

の点を含め,本件遣言にかか召■卜の遺言能力を否定する趣旨に読める部分

は,採用することができない。

5 詐欺ないし錯誤について

原告らの主張によっても,原告●は属■遺言により他の兄弟より多額の遺産
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を取得していたことや,上記 1の とおり,被告暉辟が夫の暴力を理由に離婚し

たいとして平成 16年 11月 に実家に戻ったのは事実であることに照らしても,

‐ が本件遺言について原告らの主張する要素の錯誤に陥っていたとは認めら

れない。また,上記 1の とおり本件遺言の内容について被告1日の関与は認め

られず,被告□路がdしに対し本件遣言について詐欺をした事実は認められな

い 。

したがつて,原告らの詐欺ないし錯誤の主張は認められない。

6 被告
|■
諄の相続欠格事由について

上記 5の とおり,被告|■
1が詐欺によって■ に本件遺言をさせた事実は認

められないし,本件全証拠によっても,被告■■が実質的に本件遺言を偽造し

た事実は認められない。

したがつて,原告らの相続欠格事由の主張は認められない。

7 以上によれば,原告口■疇の訴えはいずれも不適法であり,原習Bの請求は

いずれも理由がない。

ようて,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 45部

裁 判 官  有 賀 直 樹
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1所  在

地  番

j也   目

地  積

2所  在

家屋番号

種  類

構  造

床 面 積

物 件 目 録

4

宅地

218.91平 方メー トル

居宅 共同住宅 事務所

鉄筋コンクリー ト造陸屋根 3階建

1階  122.32平 方メー トル

2階  108. 40平 方メ‐―トル

3階   81.74平 方メー・トル

宅地

100.48平 方メー トル

3所  在

目

番

普

界
ｆ
↑

地
　
地
　
地
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9ウ ∠サEと
‐OI 章章

"ゝ
L れ は 正 本 で あ

平成 23年 9月 30日

裁 判 所 民 事 第 45部

裁判所書記官
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