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第一部

フランス相続法と家族企業の承継

Le droit français des successions et la transmission de l'entreprise familiale.

町村 泰貴

（１）

張 子 弦

上向 輝宜

ジョエル・モネ

訳

監訳

この研究会〔のテーマ〕は、フランスにおいて重要な立法の進展があった二つの学問領域が交錯するところである。

（２）

相続法は立法による改正が多い分野というわけではない。しかしフランス法では、実定法を大きく修正した二つの重
要な法律が知られている。

（３）

第一のものは二〇〇一年一二月三日法律であり、これは二つの発展、すなわち非嫡出子の相続差別撤廃と生存配偶者
の権利の大幅な強化を認めた。

第二のものは二〇〇六年六月二三日法律であり、これは相続財産清算に関する法を修正し、死後の先取りをより良く
できる方向へ、重要な改革をフランス法にもたらした。
商取引法分野において、企業承継問題はすでに十分古いものである。
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（４）

（５）

ポワチエ大学法学部のルネ・サヴァチエ記念研究集会のシンポジウムでも、学説側が〔この問題に〕早くから取り組
んできた。

フランスの立法者はすでに、特に税法においていくども手を加えてきた。一九八八年一月五日に採択された法律が重
要で、それは特に民法典一〇七五条を改正した。
さらに、ヨーロッパ委員会は数次の勧告を通じてその立場を明らかにしてきた。
最後に、職業団体の発する文書でもこのテーマの重要性が完全に認められている。
もっとも商法典には、家族企業かどうかを問わず、企業承継問題に関する章がない。

現実には、私が思うに、フランス法上、法的問題は整理されている。我々の法規定は極めて完成度が高く、家族企業
の良い承継を可能にするもののはずである。

さらに、とりわけ税負担を減少させる極めて完成された技法と、これを実施できる専門職の存在を思えば、なおさら
である。大学においては企業承継のための〔専門家〕養成コースさえも存在する。

企業承継に関する正確な数字を挙げることは、この領域全体に研究が及んでないので困難である。例えば、職人企業

をカウントするかどうか、あるいはより一般的に一人で事業を行っている企業をカウントするかどうかで、数字は大き

く変わる。その場合〔＝それらを含める場合〕、二〇〇〇年と二〇二〇年の間に約九〇万もの企業、二、五社に一社が
所有者を変えている。
しかし、承継を成功させた企業の割合は、今なお、とても少ない。
承継が少ないのは、家族問題や経済問題に関する多くの事情に原因がある。

企業主にとって、その事業を譲る決断をするのは難しいし、他方で若者が家族の歴史を継ぎたいと思うことは少なく、
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むしろ他の道を進む方を好むものである。

経済状態がこの傾向にさらに拍車をかける。家族企業は、多くの場合、二世帯がまともな暮らしを立てるほどに利益

を上げるものではない。それゆえ、かつては家長と企業の後継ぎになれる子どもとが一緒に暮らしていても、〔子ども
が独立して家を出れば〕家長しか残らず、子どもは家族の事業に興味を失ってしまう。

同じように、今日的な〔企業〕管理面の制約が、企業をむしろ家族財産的に見ることに馴染んでいる旧世代と、他の

学派で養成された新世代との間に、しばしば大きなギャップをもたらしている。マネージメントの質を向上させると同
時に、家族の伝統を守ることは極めて困難である。

ある研究によれば、家族企業の承継は三四％が家族内でなされ、約四五％が第三者の事業承継者によって受け継がれ、
残りは消滅している。
さらに、消費生活も変わり、それが小売業の承継を困難にしている。
企業承継問題は、従って、法的問題であると同時に経済的、社会的な問題でもある。
相続法の領域に関しては、次の二つの側面から問題を検討しなければならない。
・企業から経営者がいなくなる予期せぬ状況にいかに対処するか？
・企業の運命を十分に守るようにするには、相続をどう組織するか？

Ｉ．企業主死亡の場合の家族企業の保護
それでは、家族企業を保護するための、フランス法上の若干の規定を紹介していく。
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Ａ─相続に関する選択権の修正
（６）

フランスにおいて、相続人は、相続を受け入れることも、拒絶することも、純資産の限度での承認と呼ばれる特別
（７）

制度〔の適用〕を求めることもできる。

相続人それぞれは、〔それらを〕
自由に選択することができ、従ってその立場を表明することを待たなければならない。

（８）

相続財産の中に企業が含まれる場合、当該企業の債権者およびパートナーは、
〔その相続の帰趨が〕どうなるかを知る
必要があるので、それほど長い期間待たせることはできない。
二〇〇六年六月二三日法律は、いくつかの措置を採った。

（９）

すでに、選択権の規定の一般的な時効期間は、三〇年から一〇年へと制限されていたが、とりわけ民法典新七七一条

は、相続人が四ヶ月の〔熟慮〕期間満了後、二ヶ月以内にいずれの立場を採るか決めるべく強制されうること、財産目

（

（

録を作成し得なかった場合は裁判官の決定によってさらに二ヶ月の期間延長があり得ることを規定した。その期間満了
（

（

時に、相続人がいずれの立場も採らなかった場合、その者は相続承認をしたものとみなされる。

（1

実から黙示の承認をもたらすと認めたことが時々あり、そのような〔実務〕状況の下で相続人は、窮境にある企業につ

この規定は重要である。というのも、法律〔がこのように改正される〕前に、裁判官は、管理措置を行ったという事

規定している。

法文は、相続財産に属する企業の短期の活動を継続するために必要な常務に属する取引を、仮の管理行為とみなすと

はないことが必要である。

でき、それらは黙示の承認をもたらさないと規定している。ただしそれらは、行為者が相続人の資格の下で行ったので

その一方で、熟慮期間の間、民法典新七八四条は、純然たる保存行為、監督行為、そして仮の管理行為を行うことが

（1
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いて採りうる措置を何ら行わないことを選択していたからである。

Ｂ─不分割にある企業の継続

企業の継続は、複数の相続人の存在によって混乱する場合がある。〔相続人の〕一部は可能な限り早く財産の分割を
進めることを希望し、そのことが困難を生じさせ得る。

このような状況は、すでに長い間、特に農業企業について、フランス法において考察されてきた。二〇〇六年六月二

三日法律の改革の一つは、すべての企業に、すなわち農業、商事、職人、または自由業、そして特に重要な事には個人
企業であれ会社であれ、その解決策を拡張することであった。

したがって、企業財産の分割を回避するために、複数のメカニズムを用いることができる。

たとえば、持分を現物または価額によって分配することで、分割請求者を除外することができる予備的分配を求める

ことができる。当然ながら、どのような財産（商事、手工業、自由業）でも対象とすることができ、請求者に現物を分

配するか、または請求者に価額を分配して除外することで不分割を維持することができる。

相続人はまた、二年間の分割猶予あるいは五年間の不分割維持を裁判所に請求することができる。

他方で相続人は、他の相続人の同意なしに不分割相続財産に第三者を入れることはできない。

したがってこの仕組みは、たとえ企業が会社の形態で運営されている場合にはこの仕組みの適用が困難となるだろう

と想像できるとしても、今日、あらゆる企業に適用される。つまり実際のところ、二〇〇六年の改革は相続人の一人が
他の相続人に会社を構成することを求めることを可能にするかどうか、疑問がある。
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Ｃ─不分割を促進する管理
二つの重要な改善がもたらされた。

第一に、保全行為の概念は、判例が旧八一五─二条を限定していた緊急性の要件から切り離された。同じ条文が今日、
明確に認めている。

「すべての不分割権利者は、緊急性が現れていなくとも、不分割財産の保存に必要な手段をとることができる。
」

しかしながら、現在のところ、この条項の具体的な帰結が何かを述べるのは早計である。緊急でない保全措置のリス
トを確立する必要があろう。

第二に、そしてこれがきわめて重要なものと理解されているが、不分割権利の三分の二の多数決ルールは、不分割財

産管理の原則となり、全員一致は、処分行為について、および不分割財産の通常の運用に属さない管理行為についてし
か、必要とされない。

かくして、不分割権利者間の全員一致の合意を求めることなしに、ある程度の活動をすることができる。

これらの活動の第一に挙げられるのは管理行為であり、議会資料によれば、財産に利益を生じさせ、あるいは価値を

損なうことなくそれを改良するような通常の管理行為に当たるものが例となる。企業の日常的な管理行為は、このカテ
ゴリーの中にある。

第二に挙げられるものは不分割権利者または第三者を受任者に選任し、
管理の一般的委任をすることの可能性である。
第三に、不分割財産に属する債務および負担を弁済するための動産売却がある。
終わりに、最後の事例は、商事、農業以外の賃貸借の締結に関係する。

しかしながら、この新たな法は、判例の解決に対して、経営の結果に影響するような修正をもたらしていない。
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（ （

すなわち、（改正されていない）民法典八一五─一〇条二項に基づき、商事財産にもたらされる価値の増加が不分割

財産に利益をもたらすことが認められた。一九八七年の最初の判例が、偶然の価値増加と意図的な価値増加とを区別す

ることを追及したが、一九九四年以後の判決は、それ以後認められている、価値増加に関する解決が自由業職の顧客に
も及ぶということを再確認した。
同じ規則は、利益についても認められる。

ところが〔これに対して〕修正されたのは、一方で不分割権利者である管理者の報酬について、他方では不分割財産
の現状改良の場合の補償についてだけだった。

同じ方向での観察は、また、損失についてもなされなければならない。損失は不分割権利者全体にもたらされる。不
分割権利者それぞれは不分割財産に対するそれぞれの権利に比例して損失を負担する。

Ｄ─企業と優先分与

最初は農業企業の利益のために考えられた優先分与は、一九六一年一二月一九日の法律によって、商事、工業および
自由業に広げられた。したがって、この解決策は古くからあるものである。

しかし、旧八三二条四項は、家族企業的な規模から外れていない企業のみを対象としていた。

この規定は、多くの法学文献の批判を呼んだ。すなわち、家族企業的な特徴は、従業員の数、家族財産の規模、家族

内における管理可能性に関して評価されるべきだった。
その上、
それらの資格についていつ認められるかも確実ではない。

二〇〇六年六月二三日法律は、家族〔企業〕的な特徴への言及を削除した。本来それは余計であった。さらに、同法

は自由業企業を他の企業の列に加えた。最後に同法は、経済的な単位への言及も削除する。今や、法律は企業の規模と
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（

社会的形態の種類にも無関心である。

（

（

（

ころ、この点について二〇〇六年六月二三日法律によって相当の進歩を遂げることができた。

従って、長い間フランス法では、会社譲渡の問題について死亡する前によく考慮しなければならないとされてきたと

であり、直系尊属と傍系親族の相続は、偶然にしか生じない。

けられた相続人の選択は、相続人の一般的な法定順位に依存している。第一順位相続人は、直系卑属および生存配偶者

なく、財産を相続するか否かに従って、同じ取扱いを受ける。財産の優先分配を除き、企業経営を継続するように仕向

具体的には、通常の財産と会社財産との二つの相続を組織することは不可能である。相続人は、経済的な影響に関係

前提とせざるを得ず、承継人に指名されるのでなければ、そのように承継することはできない。

先の予見がなければ、企業主を継ぐように指名された相続人も他の相続人と同じ一人の相続人であり、均等な相続を

Ⅱ．承継先取り法の新たな可能性

を先取りすることが望ましい。

したがって、企業主死亡の場合に企業を保存することは可能である。しかしよりよい譲渡を実現するには、企業保存

項に妨げとならない限りで、この分与が行われ得るということを明示しているので、今や、より精密である。

しかしながら、この条文の続きの部分は、相続人もしくは生存配偶者による会社の継続に関する法律または定款の条

（1

Ａ─恵与範囲の拡大

一方で、恵与の範囲が拡大され、他方で、遺留分の保護は後退した。

（1
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（ （

（ （

（1

（

いるが、容易に実践できるかどうかについては不明瞭である。

（ （

将来、世代を超えた贈与分割の実務は、新たな展開が期待されている。基本的に、このメカニズムは柔軟さに富んで

子が認めるならば孫の間に財産を与えることも可能である。

いないときは相続分割を利用することはできなかった。今後、世代を超えて、一人っ子と孫とに〔財産を〕与え、一人っ

かくして、旧法の下では、贈与者たる尊属が子供と孫の間に自分の財産を分配することができず、一人しか子どもが

できるようにしているという点から、正当なものとされる。

い世代、すなわち孫の世代に、既に年齢が高くなっていると考えられる彼らの親に代わって贈与分割を適用することが

フランスにおいて、その新しさは法的なものと同時に経済的および社会的な面にもある。この新しい法律は、最も若

を認めている。ここでは、世代を超えた贈与分割が問題となる。

〔民法典〕一〇七五─一条は、異なる親等の卑属のために、推定相続人であるかどうかを問わずに、贈与分割の利用

（

めにも、跡継ぎではない者についても贈与分割を利用することが可能になるだろう。

従って、これまでの尊属関係・卑属関係のみではなく、他の全ての相続関係の下で、例えば兄弟姉妹又は甥と姪のた

贈与分割の制度は推定相続人の利益のために、全ての者に開かれた。

以前は、贈与分割は直系卑属の利益のためにしか考えられなかったところが、今後は、民法典新一〇七五条により、

（1

注意しなければならない（フランス民法典一〇七五条）。

贈与分割に関して、この制度は個人が生前にその財産の分配と分割を行うことを可能にする相続技術だということに

ここでは、主に二つの法律行為と関連している。一つは贈与分割であり、もう一つはいわゆる継伝処分である。

（1

実は、贈与分割制度は、直系卑属の遺留分を保護する規則を遵守して行われる。法律は、また別に、この点について
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の解決策を定めている。ここで詳しく説明すると、余りにも長くなるが、少なくとも、同じ系統内で代襲者グループと
相続人との平等原則に立脚しているということができる。

贈与分割に関するこの新しい法は、従って、家族内における〔事業〕承継実現の新たな可能性を提供する。

しかし、贈与分割は、対象財産が企業である場合に、第三者にまでに拡大することができる。これは、現在民法典一

〇七五─二条が提供する極めて重要な解決であるが、同じ内容は一九八八年一月五日法律以来、既に定められていた。

継伝処分恵与、より正確には段階的恵与に関する立法史についてみると、一八〇四年のフランス民法典は、連続する

複数世代の間への恵与方法の固定を可能にし、財産を完全に譲渡不可能にしてしまうという濫用に道を開くような仕組
みを拒絶するために、継伝処分を禁止した。

二〇〇六年六月二三日法律の効果により、段階的恵与は恵与者に対して、以下の可能性を開いた。すなわち、恵与者

がその受遺者又は受益者に対して、恵与の対象となる財産または権利を保存し、その死亡時には証書で指定した第二の
受益者〔継伝指定者〕にそれらを移転する義務を負担させるという可能性である。

この移転は一世代に限るとの制限は残っているが、恵与者の意思は、指定又は指示された者の特定に関して補完され
ている。

このメカニズムは明確である。というのも〔民法典〕一〇五一条は、
「第二受益者は、恵与者から、その権利を取得

するものと見なされる」と規定している。このような記述は、やはり税法上の理由で設けられた法文であるが、実は広

く擬制的なものである。というのも、特に、第二受益者は、法文が述べているように、
〔継伝の〕負担により定められ
た移転義務の執行として、財産を受領するのである。
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Ｂ─遺留分という公序の後退
この後退は以下の三点に現われている
（一）尊属の遺留分の廃止
これは確かに二〇〇六年六月二三日法律における一番重要な措置である。

二〇〇六年六月二三日法律は、それまで民法典九一四条により、故人が複数の系列に尊属を残していた場合に全体の

半分を尊属に留保し、一つの系列にのみ尊属相続人がいる場合には四分の一を留保すると定めていたところ、この尊属
遺留分を廃止した。

注意すべきなのは、この尊属という表現は、特権ある尊属、すなわち両親にも、通常の尊属、すなわち祖父母にも、
適用されるものとして拡張されている。

この改正は、注釈者たちにとって実際のところ驚きではなかった。これは単独でも、遺留分全体の再検討を正当化す
るためにも、すでに提案されていた。

尊属の遺留分廃止は、最も若い相続人への財産承継を優先するための経済的な措置であると、しばしば説明さている。

また、この改正に配偶者の権利の新たな向上を見出すこともできる。二〇〇一年以来、具体的に、尊属の遺留分と配偶

者のそれとの両立困難が存在していた。配偶者は、尊属が存在する場合に遺留分のある相続人ではなかったが、今後は
遺留分権者となる。

（二）価額減殺の一般化

フランス法において、遺留分ある相続人が存在するため、恵与が遺留分の価値を超えた場合には、恵与が減殺されな
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ければならない。

民法典において、この減殺は現物で行なわれ、超過した部分も遺留分権者に返還されなければならなかった。価額減

殺の方法で行われることは極めて例外的でしかなかった。かくして、相続人間の現物による平等原則が示されていた。

財産が今日では名目的に価値で示されるというだけではなく金銭的価値で示されているため、相続財産を構成する財

産の継続的な非物質化と、相続法の完全な物質主義という二つの発展を背景に、二〇〇六年法律による〔民法典〕九二
四条一項は、価額減殺を一般化した。

贈与または遺言によって財産が移転された場合、相続人であるか否かにかかわらず受贈者は、遺留分ある相続人の権

利は常に債権の形を取り、それは結局相続分を代表するものではなく、故人の処分意思と遺留分ある相続人の権利とを
両立させるために相続人に支払われる単なる補償ということができる。

しかし、遺留分の権利の存在が犠牲にされたわけではない。なぜなら、この債権は物的保証を享受するからである。

具体的には、受贈者が支払不能となった場合、九二四─四条により、「不動産または二二七六条を援用できない動産に

ついて、第三取得者に対する現物による遺留分減殺は、その者が遺留分ある相続人に補償する可能性がある場合を除き、
なお存続する」と定めている。

（三）減殺請求権の生前放棄

これはフランス法における新たな解決であるが、この制度は〔頭文字をとって〕ＲＡＡＲと呼ばれており、民法典九
二九条から九三〇─五条に定められている。

二〇〇六年以前、将来の相続に関する協定の禁止に基いて無効とされていたものが、今日合法化されている。

北法65（6・44）1690

日仏シンポジウム：フランス私法および司法制度における最近の動き

これは「家族協定」の承認と全く同様である。

実際、民法典九二九条一項が定めるように、この放棄のメカニズムは、原則として非常に簡単である。

相続が開始される前に、遺留分ある推定相続人は、共同相続人ではない特定の受益者のために、その者に向けられた
恵与によって自らの遺留分が侵害されることを承認することができる。

その相続人は遺留分権利者として計算されるが、〔遺留分を侵害する〕超過恵与の受益者に対して訴え提起をするこ
とは禁止される。
この法規については、いくつか技術的な規定がおかれなければならない。

法律は、形式面に関して、極めて多くの要請を置いている。というのは、放棄が能力面の加重規則に服するだけでな
（ （

く、二人の公証人の前で作成された公署証書によってでなければ受理されないとしているのである。

この放棄の範囲について、〔民法典〕九二九条二項は、一般的な仕方で、放棄が「遺留分の全部または一部のみに対

する侵害を対象とすることができ」ると定め、また放棄は「特定の財産に向けられた恵与の減殺のみを対象とすること」

ができると付け加えている。この定式は、様々な対象に放棄を認めている。まず遺留分の権利の部分に対する侵害が対

象となりうるが、学説によればそれだけではなく、受益者に贈与または遺贈された財産の評価を定める可能性があり、

放棄は、細分化された権利に分けることを受け入れることも対象となりうる。同様に、減殺請求権の停止だけを対象と

することから、可能な減殺補償について弁済猶予を定めることまで、放棄として可能であるように思われる。

効果に関して、放棄者が同意する場合、その放棄は恵与者の意思に基づき存続するということも指摘すべきである。

というのも〔民法典〕九二九条一項は恵与者の承諾によりその効果が発生すると定めているからである。

減殺請求訴権の事前放棄の将来は、現在のところ誰も分からない。おそらく、どんな事情の下でそれが適用されるの
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（ （

か、
明らかになるのを待たなければならない。身体障害児を保護するため、または企業承継を容易にするためであれば、
このメカニズムは受け入れられるだろう。

Ｃ─死後委託への依拠

（

（

その期間は最大二年であるが、相続人の年齢または財産の業務上の性質によって委任が正当化された場合、例外とし

委任者は、死亡するまで、委任を撤回することができ、それと同様に受任者も拒絶することができる。

を付せられなければならない。

死後委託は方式契約であり、公署証書によって締結されなければならず、（重大かつ正当な利益を示す）正確に理由

に企業の存在に基づくことがあり得る。

この委託は、個人的または物的な、正当かつ重大な利益により正当化されなければならず、相続財産の性質および特

ならない。これは二〇〇六年法律まで認められてこなかった。

この改正は重要であり、過去の法を大きく修正した。占有名義を有する相続人は死後受任者の権利を尊重しなければ

行、身障者収容機構）がありうる。

は一部の管理または運営を委託することができる。受任者の資格で選任される者は、第三者、相続人、法人（企業、銀

一人または複数の自然人もしくは法人に、特定の一人または複数の相続人の計算と利益において、相続財産の全部また

死後委託への依拠は、フランス法における新しいものである。民法典八一二条によって、今後、全ての個人は、他の

（2

受任者は管理行為について包括委任を享受するが、不分割財産を処分できるためには、逆に、特別委任が必要である。

て、最大五年の期間となる。

（2
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Ⅲ─税法上の解決

企業承継の税制は、例外的な体制である。ヨーロッパ委員会の後押しの後、家族企業の承継問題は、相続人が租税の

負担を支払うために企業を売却することを強いられることのないように、
フランスにおいて極めて深刻に取り上げられた。

大筋においては、まず、譲渡税にかかる軽減と、次いでキャピタルゲイン課税についての軽減がなされた。

譲渡税の問題については、無償の承継が一般租税法典七八七条ＢおよびＣの規定、実務上は「 Dutreil
条項」と呼ば
れる規定により、特に有利な形で扱われている。この規定は、企業に関する相続または贈与について、五〇％から七五％
に至るまでの免除を規定している。
ただし、この免除を受けるためには、いくつかの要件が満たされなければならない。

第一の要件：企業が会社形態の下で経営されている場合、自らの権利を相続人に移転させようと望む企業主は、社員

権の一部（原則として三四％、上場企業の場合は二〇％）を二年間保存する約定を締結しなければならず、企業の家族

の側面を保持しなければならない。団体約定証書は公署証書によるか、または公官庁に対抗するために税務署に登録さ
れなければならない。

承継が企業主の死によって生じる場合、企業主が既に少なくとも三四％の持分権、または上場会社の場合は二〇％の
持分権を有していた時には、約定がなされたものとみなされる。

個人企業の承継で有償で取得された場合、少なくとも二年は経営されていたものでなければならない。

第二の要件：相続人または受贈者は、その持分権を、二年の団体約定の後、
四年間保持する約束をしなければならない。

第三の要件：相続人または受贈者は、企業の経営職に三年間従事することを約束しなければならない。

譲渡税は、従って、企業価値の二五％にしか課税されず、さらに相続人が直系の場合は一〇万ユーロの控除を受ける
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ことができ、贈与者が七〇歳に達する前に贈与がなされた場合にはさらに五〇％の税額控除がある。その上、納付は無
利子で一五年に達する期間の間になされればよい。

キャピタルゲイン課税に関しても、極めて有利な状況である。というのも、あらゆる場合に、承継から五年後に譲渡

がなされた場合には全額の免除が適用され、五年経過後の譲渡という条件は、一般租税法典一五〇─Ｏ─Ａ条以下の適
用がある企業の場合には必要ないとされている。
従って、企業承継については独特の税法が存在する。

Loi°
n 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant

（１）脚注は、すべて、監訳者の責任において付した訳注である。
（２）

この法律の翻訳として、大村敦志・幡野弘樹「フランス相続法改正翻訳：生存
diverses dispositions de droit successoral.
配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規定の現代化に関する二〇〇一年一二月三日第一一三五号法律」法時七五巻九
号七二頁。

この法律の沿革に関しては、石綿は
（３） Loi°
n 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

相続の秩序と物権の理念（一～六）」法協一三一巻二号二七七頁、三号五五
る美「遺言における受遺者の処分権の制限 --二頁、四号八三三頁、五号九三七頁、七号一三六二頁、八号一四七五頁以下（二〇一四）が詳しい。特にいわゆる後継ぎ

遺贈への関心から恵与制度の改革を紹介する邦語文献として、足立公志朗「フランスにおける信託的な贈与・遺贈の現代

的展開（一）
（二・完）
」民商一三九巻四・五号四六六頁以下、六号六〇七頁以下（二〇〇九）がある。なお、ミシェル・グ

Jean-Claude Hallouin, Hervé

リマルディ（北村一郎訳）
「フランスにおける相続法改革（二〇〇六年六月二三日の法律）
」ジュリスト一三五八号六八頁参照。

（ ４） ポ ワ チ エ 大 学 に お け る こ の 問 題 の シ ン ポ ジ ウ ム は、 以 下 の 文 献 に ま と め ら れ て い る。

Causse et Joël Monnet, La location d'actions et de parts de SARL, La réforme du droit des successions et la transmission
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同書にはモネ教授の論考も掲載されている。
des entreprises, LGDJ 2008.
un héritier, ibid., pp.75 et s.

Joël Monnet, La continuation de l'entreprise par

（５） Loi°
この法律の四二条が民法
n 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises.
典一〇七五条を改正して無償の企業譲渡に関する規定を設けるとともに、四三条以下において一般租税法典の軽減税率規
定を設けている。
（６）民法典七八二条以下。

bénéfice d'inventaire

Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de

に変更された。
accepter la succession à concurrence de l'actif net

（７）我が国の限定承認に相当する。民法典七八七条以下。二〇〇六年六月二三日法律により、従来の
が
（ ８）

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de

l'ouverture de la succession.
la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
（９）これは七七二条一項による。

Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être

（ ）七七二条二項。
（ ）

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la

accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :
°
1 Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent ;

°
2 Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de
justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au°1 ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
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°
3 L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.

Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement,

terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la

mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise.
なお、本条は二〇一五年二月一六日法律二〇一五

一七七号により改正されているが、ここでは講演時の規定のままと

－

する。以下の引用も同様である。

（ ） Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre
accord établissant la jouissance divise.
（ ）民法典八三三条一項。

12

恵与は生存者間の贈与又は遺言によってのみ、行うことができる。」

）という訳し方について、金子洋一「フランス国際私
（ ）世代を超えた贈与分割（ la donation-partage transgénérationnelle
法における遺留分の保護と公序について──ＥＵ相続規則の採択による影響を中心に──」千葉大学人文科学研究二八号

これについて北村一郎教授は「贈与・遺贈」という訳語を当てている。グリマルディ・前掲論文（注三）参照。

二項

（ ）原語は

であり、恵与が定訳となっている。その意味は、フランス民法典八九三条が以下のように定めている。
libéralité
「一項 恵与とは、ある者が、他の者の利益のために財産又は権利の全部若しくは一部を無償で処分する行為である。

14 13

（ ）フランス法における特別な恵与処分制度である。すなわち、
生前贈与または遺贈において、恵与者が恵与の受益者に対し、

一四六頁参照。

15

（ ）

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

物を引き渡す義務を負う担させることである。
（フランス民法典八九六条、一〇四八条以下）

恵与財産を保全し、かつその受益者の死亡に際しては予め恵与者によって指定されたほかの受益者（継伝指定者）に恵与

16

17
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（ ）
（ ）
（ ）

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants

et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut

Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de

également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et
dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens

Le mandataire peut être un héritier.
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
（ ）以上につき、民法典八一二─一─一条： Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime

Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi

au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.

par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les

mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens
Il est donné et accepté en la forme authentique.

professionnels.

Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur

Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
décision à l'autre partie.
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