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富岡
遺言執行者報酬・成年後見人報酬
に係る債務控除可否について
私の父は、遺言書を作成し、どの
財産を誰に相続させるかを明確にし
た上、遺言執行者を指定してその報酬を相続財
産価額の ％としていた。
遺言執行者に支払った報酬は、相続により取
得した財産の価額から債務として控除すること
ができるか。
遺言執行者に支払った報酬は、債
回答
務として控除することはできない。
債務控除
検討
相続税法は、相続又は遺贈により
取得した財産の価額から①被相続人の債務で
相続開始の際、現に存するもので確実と認め
られるもの及び②被相続人に係る葬式費用を
控除した金額を課税の対象とする旨を規定し
ている（相法 、 ）
。
①ついては、金融機関からの借入金、買掛
金、未払金などの他に未払いの医療費が該当
し、②についてはその葬儀が執り行われる地
域の慣習等に従って支出されるものをいうの
であるが、いわゆる香典返しはこれに含まれ
ない。
遺言執行者の職務と報酬
遺言とは、被相続人（遺言者）が亡くなる
前に、その最終の意思内容を形にし、死後に
実現を図るもので、その者の死亡によって法
律効果を発生する（民法 〜
）。したが
って、遺言者の意思内容の確定を厳にし、他
者による改変やねつ造を防ぐため厳格な方式
に従わなければならない（民法 、
）
。
このように遺言は死後に効力が発生するの
で、遺言に示された意思を実現するための手
続を行う必要がある。
そこで、一般的には、遺言書に遺言者に代
わって遺言内容を実現させる者として遺言執
行者を指定することになる（民法
）
。遺
言書に執行者の指定がない場合や、指定され
た者がその就任を拒むなどして遺言執行者が
いなくなった場合は、利害関係人は家庭裁判
所に遺言執行者の選任をすることを求めるこ
とができる（民法
）
。
⑴職務
遺言執行者の職務は、遅滞なく相続財産目
録を作成して相続人に交付しなければならな
い（民法
）
。また、遺言執行者は、相続
財産の管理や遺言内容を実現するために必要
な一切の行為をする権利と義務がある（民法
①）。
具体的には、遺言執行者は、推定相続人の
排除及びその取消（民法
、 ②）
、 認
知（民法 ②）、遺贈（民法 ）
、一般社団
法人の設立（一般社団法人及び一 般財団法
人に関する法律）、信託の設定（信託法 二）、
生命保険受取人の指定変更（保険法 ①）な
どを行う。
⑵報酬
これらの職務については、遺言者が遺言で
その報酬の額を定めることができるが、その
定めがない場合、遺言執行者の申立てにより
家庭裁判所は相続財産の状況やその他の事情
を勘案してその報酬額を決定する
（民法
）
。
遺言執行者への報酬の債務性
上記 で述べたように、遺言執行者は様々
な職務を行い、報酬を受領するが、その報酬
の額（遺言執行費用）に相当する金額は債務
に該当するか検討する。
遺言執行者に対する報酬支払義務は、被相
続人が負担する債務で相続開始の際に現に存
するものといい得るかどうかの点については
「遺言執行者の指定は要式行為であって、遺
事例

俊明（王子支部・面接）
言により行うことを要し、生前において被相
続人が弁護士に遺言の執行を依頼し、かつ、
一定の報酬を支払う旨の合意をしたとして
も、かかる合意は遺言執行者の指定を内容と
する有償の委任契約としての効力を有しな
い」とし、「遺言は、遺言執行者を指定した
部分を含め遺言者の死亡の時に初めてその効
力を生ずるのであるから、これとは別に被相
続人が弁護士との間で取り交わした合意によ
って、被相続人が生前において本件債務を負
うことはあり得ないというべきである。むし
ろ、遺言執行者に関しては委任に関する規定
が準用され、遺言執行者と相続人との間は、
委任に準じた法律関係により律せられるとい
うべきであるから、本件債務を負担するのは
相続人であるというべきである。そうする
と、本件債務は、被相続人の債務とはいえず、
本件債務を相続により取得した財産の価格か
ら控除することはできない」旨判断している
頁））。
（平元 ． 裁決 裁決事例集№ （
遺言の執行に関する費用は、遺言の効力発
生つまり遺言者の死亡によって初めて発生す
るものであるから、被相続人の債務でもな
く、被相続人の死亡時において、まだ現に存
する債務でもないといえる。
したがって、遺言執行費用については、相続
財産から支弁するものであっても、債務控除
の対象となる債務とはならない
（相基通 ‐ ）
。
成年被後見人（被相続人）の死亡
事例
後、成年被後見人の成年後見人から
家庭裁判所に対し、後見人報酬付与の申立てが
あり、家庭裁判所は「成年被後見人の財産の中
から、成年後見人に就任した時から就任終了ま
での報酬として
万円を与える」という決定
が出された場合において、この 万円につい
て被相続人の相続税の申告に当たり債務として
控除することができるか。
債務として控除することができる
回答
と考える。
成年後見人制度
検討
後見制度は、精神上の障害により
判断能力（事理弁識能力）を欠く常況にある
者を保護の対象とする制度である（民法 ，
）。家庭裁判所が後見開始の審判をして、
成年被後見人のための成年後見人を選任し
て、財産管理などを行う。
成年後見制度は、大きく分けると法定後見
制度と任意後見制度の つがある。
⑴法定後見制度
法定後見制度は、既に判断能力が減退した
本人について代理権・同意権・取消権を持つ
成年後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が
選任する審判制度である。判断能力の減退の
程度に応じて補助・保佐・後見の 類型から
選べるようになっている。
⑵任意後見制度
任意後見制度は、本人に判断能力がある段
階で，将来の判断能力の減退に備え、あらか
じめ自ら選んだ代理人（任意後見人）との間
で委任事項と報酬額を公証人の作成する公正
証書により契約を締結しておき、判断能力が
低下した段階で、家庭裁判所が選任する任意
後見監督人の監督のもと本人を代理して任意
後見契約が発効するという制度である。
成年後見人の職務等
成年後見人は、成年被後見人の身上監護と
ともに、財産の調査、財産目録の作成その財
産の管理を行う。そのため、成年後見人は選
任されたら遅滞なく成年被後見人の財産の調
査を始め、 か月以内に調査を終えて財産目
録を作成しなければならない。
（民法
①）
。
また、成年後見人は、成年被後見人の財産
について包括的な財産管理権を持っている。
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財産管理権は、財産の価値が損なわれないよ
うに維持する行為（保存行為）
、また財産の
性質を変えない範囲でこれを利用したり改良
する行為（管理行為）のほか、財産を処分す
る行為（処分行為）などをいう。例えば預貯
金の管理などもこれに含まれる。
成年後見人は、就任後直ちに成年被後見人
の生活、教育、療養看護、財産管理のために
毎年支出する金額を予定しなければならな
い。
（民法
①）。
なお、後見事務を行うために必要な費用は
成年被後見人の財産の中から支出することが
明らかにされている（民法
②）
。
成年後見人の報酬
任意後見制度を利用した場合、委任契約は
民法上の原則は無償であることから、報酬の
定めがなければ任意後見人は報酬を受領する
ことはできない（民法
①）。受任者が報酬
を受けようとする場合、契約を定めておく必
要がある。
一方、法定成年後見人に対する報酬は基準
はなく、法定成年後見人が報酬を得ようとす
る場合は家庭裁判所に報酬付与の申立てをす
る必要がある。
報酬額は報酬付与の申立てに基づき、家庭
裁判所が成年被後見人の財産状況、事務量や
内容を総合的に勘案して、報酬額を決定する
（民法
）。よって、後払いが原則といわれ
ている。
成年後見人に対する報酬の債務性
成年後見人が後見事務を行うために直接必
要な費用（後見事務費）は、成年被後見人の
財産の中から支弁する（民法 ②）とされ
ていることから、これを相続税法 条にいう
「被相続人の債務」と「現に存する債務」と
いい得るか疑義が生じる。
これについて、この制度によって成年被後
見人は様々な役務を後見人から提供され享受
していることから、家庭裁判所の審判は、成
年被後見人の未払い債務を認定したものと考
え得る。相基通 − は「債務が確実である
かどうかについては、必ずしも書面の証拠が
あることを必要としないものとする。
」とし
ていることからすると「被相続人の債務」と
いい得ると考える。
また、相続税法は、債務について「相続開
始の際」と規定し、
「相続開始時」としてお
らず、相続開始後にその金額が確定したもの
であっても、その債務の額を相続財産の課税
価格の計算上控除することを相続税法は許容
していると考えられること、さらに、債務の
金額が確定していなくても当該債務の存在が
確実と認められるものについては、相続開始
当時の現況によって確実と認められる範囲の
金額だけを控除するものとされていること
（相基通 − なお書）から、相続税の課税
価格の計算上債務控除できるものと考える。
なお、成年被後見人が死亡すれば後見は終
了し、成年後見人は か月以内に後見の計算
をしなければならないとされている
（民法 ）
が、成年被後見人の死亡後の事務費について
は、成年被後見人（被相続人）の債務とはい
えないと考える。
注）内容は、平成 年 月 日現在の法令等
に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決
支援の一環として掲載しています。文中の税
法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私
見（参考意見）ですので、実際の申告等税法
の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任
において行ってください。

