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相続税申告までのスケジュール

相続開始（被相続人の死亡）

↓

遺言書の有無 （有） → 家庭裁判所の検認 → 遺言の執行

↓

  （無）

↓

相続人の調査 → 相続放棄・限定承認（３ヶ月以内）

↓

４ヶ月以内  → 準確定申告

↓

遺産の調査・評価・鑑定

↓

遺産分割協議  → 調停・審判

↓

相続税の申告書の作成 → 納税資金準備 → 延納・物納の検討

↓

相続税の申告・納付（１０ヶ月以内）
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【遺言書】

遺言でできること

①身分関係に関する事項

・認知

・未成年後見人の指定

・未成年後見監督人の指定など

②相続の法定原則の修正

・推定相続人の廃除、廃除の取り消し

・相続分の指定、指定の委託など

・特別受益の持戻し免除など

・遺産分割方法の指定、その委託

・遺産分割の禁止

・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定めなど

③遺産の処分に関する事項

・遺贈の減殺に関する定め

・遺贈

・遺贈の効力に関する定め

・一般財団法人の設立など

・信託の設定

④遺言の執行に関する事項

・遺言執行者の指定、その委託、遺言執行者に関する定めなど

⑤その他

・その他祭祀主催者の指定、生命保険金受取人の指定、変更など

遺言の方式

＜普通方式＞

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

＜特別方式＞

（ア）危急時遺言

①死亡危急者遺言

②船舶遭難者遺言

（イ）隔絶地遺言

③伝染病隔離者遺言

④在船者遺言
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（１）自筆証書遺言

＜メリット＞

①費用がかからない。

②自分１人で作成できる。

③証人が必要ないので、他人に秘密にできる。

＜デメリット＞

①自分しか知らないので紛失しやすい。

②見つけた人が隠してしまう恐れがある。

③法律の要件を満たさないと、遺言自体が無効になる。

④遺言者の意思能力や本人の意思に基づいたものであるかどうか、など、有効性を争われやす

い。

①、②を防止するため、法務局による自筆証書遺言保管制度（２０２０年７月１０日）

＜成立要件＞

①遺言の全文を自書

但し、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、

（ア）財産目録については自書を要しない（パソコン等で作成可）。

（イ）ただし、自書によらない各目録の１枚１枚に署名し、押印する必要がある。

（ウ）各目録の記載がその両面にある場合にあっては、その両面に署名し、押印する必要があ

る。（２０１９年１月１３日以降）

②日付

③氏名

④押印

＜自筆証書遺言での論点＞

（ア）自書について

・他人の代筆は無効

・ワープロ、パソコン等での作成は無効（但し、財産目録に例外）

・録音や録画による遺言は無効

・カーボン紙による複写を有効とした裁判例（最高裁平成５年１０月１９日判決、家月４６巻

４号２７頁）。

・遺言作成時に自書能力が必要

・視力や体力の問題により自力で筆記できない場合に、他人の添え手の補助を受けたとしても、

他人の意思が介入した形跡がないことを筆跡から判定できる場合には、自書として有効とした

裁判例（最高裁昭和６２年１０月８日判決、民集４１巻７号１４７１頁）。

（イ）日付について

・「２０１８年３月吉日」は、無効

・「２０１８年の私の誕生日」は、有効

（ウ）氏名について
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・遺言者を特定できるのであれば、通称、雅号、ペンネーム、芸名でも有効

（エ）押印

・三文判は有効。ただし、実印の方が、遺言者の意思が明確であることを立証しやすい。

・指印は有効とした裁判例（最高裁平成元年２月１６日判決、民集４３巻２号４５頁）。

・花押（図案化された署名の一種）は無効とした裁判例（最高裁平成２８年６月３日判決、民

集７０巻５号１２６３頁）。

・遺言書の署名に押印がなく、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があった事例で、有効とし

た裁判例（最高裁平成６年６月２４日判決、家月４７巻３号６０頁）。

＜自筆証書遺言加除訂正＞

①変更の場所を指示し、

②変更した旨を付記して特にこれに署名し、

③変更の場所に押印する

＜目録加除訂正の相続法改正＞

①旧財産目録を新財産目録のとおりに訂正する旨の文言を自書し、

②新財産目録の１枚１枚に署名し、押印する。

（２）公正証書遺言

公正証書遺言＝公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管される遺言

＜手続＞

①証人２人以上の立ち会いで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝える。

②公証人が口述を筆記。

③筆記した遺言を公証人が遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧。

④遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、署名・押印。

⑤公証人が方式に従って作成したことを付記して署名・押印。

遺言の公正証書は、３通作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者等に交付。

＜公正証書遺言のメリット＞

①公証人が関与して作成されることから、遺言者の意思に基づいて作成されたことを証明しや

すい。

②原本が公証役場に保管されることから紛失・偽造・改ざんのおそれがない。

③家庭裁判所の検認の手続が不要。

＜公正証書遺言のデメリット＞

①遺言の内容が証人と公証人に知られてしまう。

②作成手数料がかかる。

＜公証役場で遺言書検索システム＞
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平成元年（１９８９年）以降に作成された公正証書遺言は、遺言者のデータ（氏名、生年月日、

公正証書を作成した公証人名、作成年月日など。ただし、遺言内容は含まない。）をコンピュ

ータで管理し、最寄りの公証役場で検索可能（相続人等の利害関係人）。

遺言の証人・立会人の欠格者

遺言で証人や立会人が必要な場合、次の者は証人や立会人になることができない（民法第９７

４条）。

①未成年者

②遺言作成時の推定相続人および受遺者

③②の配偶者および直系血族

④公証人の配偶者、４親等内の親族、書記、使用人

欠格者が証人や立会人になった結果、法律の要件を満たさなかった場合は、遺言は無効になる。

【相談事例】

ある夫婦から、次のような相談がありました。

「私たちの財産は、２分の１ずつの共有の自宅しかないので、夫婦で１通の遺言を

作成しようと思います。『２人のうち、どちらか一方が死亡した場合は、他方の配

偶者に自宅を相続させる。２人とも死亡した場合は、長男に自宅を相続させる』

このような遺言を作成していただけますか？」

家庭裁判所による遺言書の検認

遺言書が発見された場合⇒家庭裁判所による検認

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

遺言書が封印されているときは、相続人またはその代理人の立ち会いを得て、家庭裁判所にお

いて開封

【相談事例】

「父が亡くなり、自筆証書遺言を見つけました。封をしてありますが、まず中身を

読んで、自分に有利なら公表し、不利なら破り捨てて、遺産分割をしたいと思いま

すが、よろしいですか？」

（１）勝手に開封すると？

（２）検認しないで手続を進めると？

（３）遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿は？

（４）相続法改正で、このような事態を防ぐ方法は？

遺言の無効・取り消し・失効

（１）方式違背

ある遺言の方式に違反して無効とされていても、他の遺言の方式を満たしているときは、他の

遺言として有効となる余地あり。



16

③利害関係人（相続人、受遺者、相続債権者など）が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が選任

する

【相談事例】

（１）「父の遺言があるが、よくわからないので、遺言執行者として、私と一緒に

先生もなってくれないか？」

（２）「今のうちに遺言書を書いておきたいのであるが、遺言執行者になってもら

えますか？でも、先生と私とどちらが先に死ぬかわからないので、税理士法人で遺

言執行者になってもらえると助かるのであるが」

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任（民法第１０１９条２

項）。

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人（相続人、受

遺者、相続債権者など）は、その解任を家庭裁判所に請求（民法第１０１９条１項）。

（２）遺言執行者の行為の効力

（一）改正前

①遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務がある

（民法第１０１２条１項）。

②遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をす

ることができない（民法第１０１３条）。

③この規定に違反して、相続人が相続財産を処分した場合には、その処分行為は無効（大審院

昭和５年６月１６日判決、民集４１巻３号４７４頁）。

→受遺者は、登記なくして第三者に対抗することができる

（二）改正法

①遺言執行者がいる場合には、相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げるべき行

為は無効とする。ただし、善意（遺言執行者がいることを知らないこと）の第三者に対抗する

ことができない。

②①は、相続債権者または相続人の債権者が相続財産についてその権利を行使することを妨げ

ない。

遺言執行者は、就職を承諾したときは、ただちにその任務を行わなければならない（民法第１

００７条）。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立ち会いをもって相続財産の目録を作成し、

又は公証人にこれを作成させなければならない（民法第１０１１条）。

（３）遺言執行者の任務

（一）改正前

遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。


