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４０年ぶりの民法相続法の改正

① 配偶者の居住の権利

② 遺産分割等に関する見直し

③ 遺言制度に関する見直し

④ 遺留分制度に関する見直し

⑤ 相続の効力等に関する見直し

⑥ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

⑦ 遺言書保管法



遺言とは

遺言（ゆいごん）－死後のために言い残しておくこと。

また、その言葉。法律用語では「いごん」と読む。

人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で

一式の方式によってなす単独の意思表示。



遺言の方式

①公正証書遺言

公証人の面前で証人立会いのもと作成する遺言書

②自筆証書遺言

自ら自筆にて作成する遺言書

③秘密証書遺言

自ら自筆で作成したものを、公証人の面前で証人立会

のもと遺言書が封入されていることを確認する遺言書



遺言の方式
メリット デメリット

①公正証書遺言

①公証人が作成するため方式が不備で無効と
なるおそれが少ない。

②公証人役場で原本が保管されるため、
偽造・改ざんの危険性が少ない。

③家庭裁判所の検認手続は不要

①遺言書作成の費用がかかる。
②証人２人が必要で、
証人には遺言の内容がしられてしまう。

②自筆証書遺言

①誰にも知られずに
遺言書を作成することができる。

②専門家に作成を依頼しなければ
遺言書作成の費用はほとんどかからない。

①方式不備で無効とされる危険性が大きい。
②遺言書が発見されなかったり、
偽造・変造される危険性が大きい。

③遺言書の紛失や、他人による
隠匿・破棄の危険性が大きい。

④家庭裁判所の検認手続が必要。
（民法１００４条）⇒改正により一部不要

③秘密証書遺言

①自分で書かなくても作成できる。
（他人に書いたものや、
印刷したものでも構わない。）

②遺言の存在を明らかにできるため、
死後に遺言が見つからなかったり、
破棄・隠匿される危険が小さい。

①遺言をした事実が明らかになる。
②遺言書作成の費用が必要。
③遺言書が無効となるおそれは
公正証書よりは高い。

④家庭裁判所の検認手続が必要。
（民法１００４条）



①公正証書遺言
法律の専門家である公証人が、遺言者の遺言能力、遺言の有効性を審査して作成する

＜公正証書遺言作成の要件＞

・証人２人以上の立ち合いがあること

・遺言者が遺言の趣旨を口授すること

・公証人が、遺言者の口授を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させること

・遺言者と証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること。

遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。

・以上の方式に従って証書が作られた旨を、公証人が付記して、署名し押印すること。

自筆証書遺言に比べると無効になる余地が少ない
複雑な内容の遺言であっても過誤なく作成できる。
自書する必要がなく、署名できない者でも遺言作成できる。
公証人が出張することにより自宅、病院等の施設でも作成可能



目的の価額 手数料

100万円以下 5000円

100万円を超え200万円以下 7000円

200万円を超え500万円以下 11000円

500万円を超え1000万円以下 17000円

1000万円を超え3000万円以下 23000円

3000万円を超え5000万円以下 29000円

5000万円を超え1億円以下 43000円

1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額

10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算する。
公証人が出張して遺言公正証書を作成：上記加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍。

この他に、旅費（実費）、日当（1日2万円、4時間まで1万円）が必要。

①公正証書遺言＜公証人役場の手数料＞



②自筆証書遺言
＜自筆証書遺言作成の要件＞

・自書：原則、遺言書の全文を自分で書く必要あり。（例外、財産目録（改正点））

・日付：年月日まで客観的に特定できるように記載（例：「令和元年１１月吉日」はダメ）

・氏名：遺言者を特定するものなので、戸籍上の氏名でなくてもよい。

（ペンネーム・芸名など。但し、戸籍上の氏名が望ましい。）

・押印：実印である必要はない。指印でもよい。

・自筆証書遺言書の加除・訂正（民法９６８条３項）

遺言者がその変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名

その変更の場所に押印

誰にも知られずに遺言書を作成することができる。
専門家に相談をしなければ費用はほとんどかからない。
財産目録はパソコンで入力したものでもよい（改正点！）
不備で無効とされる危険性が大きい。



②自筆証書遺言＜方式緩和＞
＜改正の内容＞

相続財産の一部または全部の目録を添付する場合には、

その目録は自書することを要しない（民法９６８条２項）

※２０１９年１月１３日から

＜新しい自筆証書遺言の注意点＞

１．遺言事項と自書によらない財産目録が混在しているページはダメ
自書によらないことができるのは、あくまで「財産目録」を添付する場合。

２．財産目録が複数に及ぶ場合は？
→自書によらない財産目録は、各ページに遺言者の署名押印がいる
（両面の時は両面）

３．財産目録として登記事項証明書や通帳の写しを添付することも可能



③秘密証書遺言
＜秘密証書遺言作成の要件＞

・遺言者が、遺言内容の記載された証書に、署名し、印を押すこと

・遺言者がその証書を封入し、証書に使用したものと同じ印章で封印すること

・証人２人以上の立会いの下に、この封書を公証人の前に提出し、

それが自分の遺言書であること及び証書を書いた者の氏名と住所を申述すること

・公証人が、遺言者の申述と日付を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印すること

遺言の内容を秘密にすることができる。
遺言の存在を明らかにできるため、
遺言が見つからなかったり、破棄・隠匿される危険が小さい。
不備で無効とされる危険性が大きい。



遺言書保管法

＜新制度の内容＞

・保管申請の法務局

①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者が所有する不動産所在地

・遺言書保管ファイルに記録されるもの

①遺言書の画像情報 ②遺言書に記載されている作成年月日

③遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍（外国人の場合には国籍）

④遺言書に記載がある場合は受遺者の氏名又は名称及び住所

⑤遺言執行者の氏名又は名称及び住所 ⑥遺言の保管を開始した日

⑦遺言が保管されている遺言書保管所（法務局）の名称及び保管番号

法務局における遺言書の保管等に関する法律が公布（２０２０年７月１０日から）

遺言者は、法務局に、民法９６８条の自筆証書よってした遺言にかかる

遺言書（無封のものに限る）の保管を申請することができる。



遺言書保管法
１．遺言書保管事実証明書の交付

何人も遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無

保管されている場合には、遺言書ファイルに記録されている、遺言書の作成年月日（②）、

遺言書保管所の名称及び保管番号（⑦）を証明した書面の交付を請求することができる。

２．遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付

相続人・受遺者・遺言執行者は、遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付の請求ができる。

閲覧・遺言書情報証明書の交付した場合、相続人、受遺者、遺言執行者に通知

＜遺言書保管制度の注意点＞
・保管申請時、遺言書の閲覧請求時、遺言書情報証明書、遺言書保管
事実証明書の交付の時に、手数料を納めなければならない。

・自筆証書遺言は必ず保管制度を利用しなければならないわけではない。
・自筆証書遺言の保管制度のスタートは、令和２年７月１０日から

→この制度により保管されている遺言書については検認不要



遺言書の検認とは

＜遺言書の検認の手続き＞

申立先：遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用：収入印紙８００円、郵便切手（切手は裁判所によって異なる）

必要書類：申立書

遺言者の戸籍全部事項証明書（除籍・改製原戸籍）（出生時から死亡までのすべて）

相続人全員の戸籍全部事項証明書（３ヶ月以内のもの）

遺言書の写し（遺言書が開封されている場合）

※公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は不要

検認とは…

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる手続きです。

→遺言書の形状、加除・訂正の状態、日付、署名などを確認

以後の遺言書の偽造・変造を防止（証拠保全手続）



「自筆証書遺言(保管)」と「公正証書遺言」
どちらがいいの？
１．検認手続き（裁判所）

公正証書遺言 ⇒ 不要

自筆証書遺言 ⇒ 不要

２．遺言書の内容

公正証書遺言 ⇒ 遺言の内容を相談して作成できる

自筆証書遺言 ⇒ 内容は自ら作成する

３．遺言能力の担保性

公正証書遺言 ⇒ 公証人が直接確認したうえで、２人の証人が立ち会う。

自筆証書遺言 ⇒ 公正証書に比べ将来において裁判で遺言無効となる可能性がやや高い

但し、遺言書情報証明書の交付請求時に
検認手続き同等の書類の提出が求められる。

遺言書保管官は、外形的審査のみ。
有効性まで確認しない



「自筆証書遺言(保管)」と「公正証書遺言」
どちらがいいの？
４．遺言を書く場所

公正証書遺言 ⇒ 病院でも、自宅でも作成できる

自筆証書遺言 ⇒ 作成後自ら出頭して保管所に申請。

５．遺言者の署名について

公正証書遺言 ⇒ 自書・代筆（その旨を付記して署名に代える）

自筆証書遺言 ⇒ 自書

６．費用

公正証書遺言 ⇒ 作成料がかかる

自筆証書遺言 ⇒ 保管料がかかる

作成費 ＞ 保管料



認知症の診断があると遺言できないの？
＜遺言できる能力＞

満１５歳に達した者

通常の取引行為ではないので、遺言者の真意を尊重

⇒未成年者の保護や成年後見人の規定は適用されない。

・成年被後見人
原則：遺言をすることはできない。
例外：事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師２人以上の立会で可

・認知能力の低下が著しい方



遺言で残せること

１．相続に関すること

相続人の廃除及び廃除の取消し（民法８９３条）

相続分指定又はその委託（民法９０２条）、特別受益者の相続分に関する事項（民法９０３条）

遺産分割方法の指定又はその委託（民法９０８条）

遺産分割の禁止（民法９０８条）

相続人相互の担保責任の指定（民法９１４条）

受遺者又は受贈者の負担額の指定（民法１０４７条）

民法に定められた方式に従えば、遺言にどのようなことを書くかは自由です。

ただし、法律上の効力を持つのは「法律で規定された事項」に限られます。



遺言で残せること
２．身分に関すること

認知（民法７８１条２項）

未成年後見人・未成年後見監督人の指定（民法８３９条１項・８４８条）

３．財産の処分に関すること

他人（相続人や法人を含む）への遺贈（民法９６４条）

一般財団法人の設立（一般法人法１５２条２項）、一般財団法人への財産の拠出（同法１６４条２項）

信託の設定（信託法２条２項２号・４条２項）

保険金受取人の変更（保険法４４条・７３条）

４．その他

遺言執行者の指定又はその委託（民法１００６条１項）

遺言執行者の復任（民法１０１６条１項）

祭祀承継者の指定（民法８９７条）



【事例】

１．全財産を妻に相続させる遺言

２．自分の会社に相続させる遺言

３．法定相続人の遺留分はどうすればよいのか

遺言で残せること



①全遺産の調査・把握と財産目録の作成 ※相続人への遺言執行の通知後

↓

②遺言の対象が不特定物の場合にはその特定、

対象財産が遺産の中に存在しない場合で調達して遺贈する必要がある場合はその調達

↓

③遺言で指示がある場合には債務の弁済

↓

④遺言による財産の処分・承継に伴う登記・登録の名義変更や債権者・債務者に対する通知

↓

⑤対象財産の受益者への引渡し

↓

⑥必要に応じて遺産の管理保管など

遺言執行の流れ



遺言書の取消し・書き換えをしたいとき

＜撤回の方法＞

・撤回するときは、「遺言の方式に従って」する必要あり。

・全部、一部を問わない。内容証明郵便で「遺言を撤回する」と通知しても不可。

・撤回する遺言の方式は、前の遺言と撤回の遺言の方式が異なっても可。

＜撤回とみなされる場合＞

・前後の遺言が内容的に抵触する場合、抵触する部分は前の遺言が撤回となる。

・前の遺言をした後に、それと抵触する生前行為をした場合、遺言の抵触部分撤回。

遺言者は、生存中、遺言により行われた意思表示を

自由に撤回できます。



遺言書通りに執行しなければいけないのか

遺言と異なる遺産分割協議が可能となる条件

１．被相続人が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていないこと

２．相続人全員が、遺言の内容を知った上で、

これと違う分割を行うことについて同意していること

３．相続人以外の人が受遺者である場合には、

その受遺者が同意していること

４．遺言執行者がいる場合には、遺言執行を妨げないか、

もしくは、遺言執行者の同意があること



「残された家族のために…」

相続は、ときに「争族」とも呼ばれます。

両親の生前は仲の良い家族でも、残念ながら両親が亡くなると、

これまでの不満が爆発し、不仲になることもあります。

うちの家族は仲が良いから大丈夫、

遺言なんて必要ない、

と考えている方も多いかもしれませんが、

家族の仲が良い場合でも、

遺言を書くことをお勧めします。



遺言書を書いておいた方がよいケース

１．法定相続人が兄弟姉妹の場合

２．相続財産が自宅の土地・建物しかないなど、

現物を法定相続分でわけることが困難な場合

３．法定相続人以外に財産を遺贈したい場合

４．法定相続人がいない場合

５．障がいのある子どもの将来が心配な場合

＜争いの原因となるもの＞
一部の親族の「使い込み」「親の囲い込み」「財産の隠匿」
「特別な寄与」を主張（「親の介護」「共同事業に携わる」等）
「特別受益」の主張（「多額の教育費」「不動産の譲受」）



争続にならない遺言書

・争いの基となる状況を把握

・財産全体の把握

→相続税などの把握、遺留分侵害額の算定

・遺留分を意識しながら分割方法を検討

・相続人への遺産の開示、共有等

・普段からのコミュニケーション



名古屋市東区主税町二丁目３番地

大海司法書士事務所

司法書士 大 海 好 広


