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相続開始後のスケジュールとその留意点第1章

遺言書の有無の確認

1-1

1 事例

甲銀行乙支店の窓口担当のＡさんは、取引先のＰさんから、相続が発生し
た旨、連絡を受けました。
Ｐさんは、相続が発生した際、遺言書の有無を確認することの必要性は知

っているとのことでしたが、実際、遺言書の有無をどのように確認したらよ
いのかわからず、取引先金融機関である甲銀行のＡさんのところに相談にき
ました。

2 予備知識・周辺知識

（1）遺言の効力

遺言とは、所有財産の処分の自由を遺言者の死後にまで認める制度で、遺言書とい

う形で書面にします。遺言者は遺言によって所有財産の相続分を指定することができ、

遺言による指定相続分は、民法に定められた法定相続分に優先します。

ただし、遺言書に記載すべき事柄は法律で定められているため、それ以外のことを

書いたとしても法律上の効力はありません。遺言者の気持を伝えたい場合には、付言

事項として「よい家族に恵まれたことを感謝します。」「喧嘩をしないよう仲良く暮ら

してください。」などと記すことはできます。

（2）遺言能力

遺言は、15 歳に達した人で、かつ意思能力があればだれでもすることができます

（民法 961 条）。法律行為に制限がある未成年者であっても、遺言については法定代理

人の同意を得る必要がなく、未成年者がした遺言が取り消されることもありません。

成年被後見人の場合は、事理を弁識する能力を一時回復したときに医師２人以上の
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立合により遺言をすることができます（民法 973 条１項）。遺言に立ち会った医師は、

遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態

になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、押印しなければなりません（同法

同条２項）。

3 解説

（1）遺言書の有無の確認の重要性

遺言書がある場合は、相続開始と同時に遺言書の記載のとおりの効力が発生します。

したがって、遺言書の有無を確認することが相続手続を進めるうえでの出発点になり

ます。

故人は遺言をするような人ではなかったと思っていても、遺品整理を進めるうちに

意外なところから遺言書がみつかることもあります。一方、遺言書が発見されないま

ま相続手続が進んでしまい、故人の意思が継がれないままになってしまったり、遺産

分割をした後に遺言書が発見されるなどして相続人間でトラブルになることもありま

す。

（2）公正証書遺言の有無確認方法

公正証書遺言が作成されているかどうかは、公証役場で確認できます。

公正証書の原本は、事変を避ける場合や裁判所の命令等がある場合を除き、公証役

場の外へ持ち出すことが禁じられています（公証人法 25 条）。公正証書の原本の保存

期間は 20 年ですが、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があると

きは、その事由のある間保存しなければならない（公証人施行規則 27 条）とされてい

ます。

公正証書遺言については、遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書です

が、遺言者の死亡確認ができない場合もあるため、遺言者が 120 歳など一定の年齢に

なるまで保管するところが多く、半永久的に保存しているところもあるようです。

また、平成元年以降に作成された公正証書遺言については、公正証書遺言検索シス

テムに登録されています。遺言者の死亡後であれば、相続人、受遺者、遺言執行者な

どの利害関係者は、どの公証役場でも無料で遺言の検索を請求することができますの

で、Ｐさんに近くの公証役場を訪ねることをアドバイスするとよいでしょう。公証役

場は、全国に 300 か所ほどあります。平成元年より前に作成された公正証書遺言は、

相続開始後のスケジュールとその留意点第1章
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原則、遺言者が遺言をした公証役場にしか保存されていませんが、ほとんど検索され

ることはないようです。

相続人が公証人に検索を請求する場合は、おもに次の書類が必要です。

①　遺言をしたかもしれないと思われる人の除籍謄本または戸籍謄本（死亡が確認で

きるもの）

②　相続人と遺言をしたかもしれないと思われる人の関係を示す戸籍謄本（代襲相続

人が検索を希望する場合は、代襲相続人であることを証明する戸籍謄本）

③　検索を依頼する人の写真付きの身分証明書（運転免許証、パスポート、個人番号

カード（マイナンバーカード）など）と認印

一方、相続人ではない人が、自分が受遺者になっていると考えて検索を希望する場

合は、次の書類が必要です。

①　遺言をしたかもしれないと思われる人の除籍謄本または戸籍謄本（死亡が確認で

きるもの）

②　受遺者であることが想定できる資料および説明（利害関係人か否かの判断に必要）

③　受遺者が親族である場合、戸籍謄本等

④　検索を依頼する人の写真付きの身分証明書（運転免許証、パスポート、個人番号

カード（マイナンバーカード）など）と認印

なお、遺言者の生存中は、遺言者本人しか、遺言の有無の照会や閲覧・謄本請求を

行うことができません。

（3）自筆証書遺言・秘密証書遺言の有無確認方法

秘密証書遺言は、公証役場で保管はされていませんが、遺言されていればその記録

が残っていますので、遺言書はどこかにあるはずです。

公証役場で公正証書遺言や秘密証書遺言がなかったことを確認できれば、残るは自

筆証書遺言となります。遺言をする人の立場で考えると、自筆証書遺言ではとくに保

管場所に頭を悩ませます。だれにもわからない場所に保管すると、いざというときに

みつけられずにせっかくの意思が伝わらなくなってしまい、一方、だれにでもわかる

場所では破棄されたり偽造・変造されたりするリスクがあります。

遺言書を探していると、自宅のタンスや机の引出しの奥のほう、金庫など故人以外

は普段めったにみないものの、身近なところから発見されることがあります。本棚の

奥や特定の本の間などに挟んで隠されていることもあります。自宅のこうした場所を

探しているときに通帳やカードなどが一緒にでてくること、反対に相続手続のために
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通帳やカードを探しているうちに遺言書がみつかることもあります。気になるときに

は、もう一度思いあたるところを探してみるとみつかるかもしれません。

自宅以外では、金融機関の貸金庫に保管されているケースのほか、次のような相続

人以外の信頼できる人が保管されているケースが少なくないので、心当たりのあると

ころをあたってみるようにアドバイスすることもよいでしょう。

●生前とくに親しかった特定の親族や友人

●生前にお世話になった医療・介護関係の人

●弁護士や税理士などの専門家（故人が事業を営んでいた場合に多い）

相続開始後のスケジュールとその留意点第1章
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相続開始後のスケジュールとその留意点第1章

相続人の確定

1-2

1 事例

甲銀行乙支店の窓口担当のＡさんは、取引先のＰさんから、父のＦさんの
相続が発生した旨、連絡を受けました。被相続人のＦさんも甲銀行乙支店と
取引がありました。
Ｐさんによると、Ｆさんの相続人は、長女で既婚のＰさんとＦさんの妻Ｔ

さん（Ｐさんの母）のほか、Ｆさんの前妻との間の子Ｇさん（Ｐさんの異母
兄弟）が１人いることはわかっているとのことです。しかし、Ｇさんは、Ｆ
さんが前妻と離婚したときの手続で前妻の新しい戸籍に入籍し、その後、前
妻も再婚してからは連絡がとれないままＦさんが亡くなり、行方がわからな
いようです。Ｆさんも遺言書を残していなかったため、どのように相続手続
を始めたらよいかわからず、取引先金融機関である甲銀行のＡさんのところ
に相談にきました。

2 予備知識・周辺知識

（1）相続の開始

相続は、死亡によって開始します（民法 882 条）。相続の開始により、被相続人の財

産上の法律関係が相続人に承継されることになります。財産上の法律関係には、被相

続人の債権だけでなく債務も含まれ、相続人は、原則として被相続人の権利および義

務を承継します。

これらの権利および義務の承継のためには、公的機関や金融機関などと各種手続を

行う必要があります。これは遺品整理、四十九日法要、香典返し、喪中挨拶などによ

り慌ただしいなか、未支給年金や遺族年金の受給手続、不動産の名義変更、準確定申

告、相続税の申告・納税など相続の状況によってさまざまな手続を行うことになりま

す。

6



金融機関の取引先に相続が開始されると、預貯金・債務関係などの手続は、相続人

や遺言執行者（遺言書があり、かつ遺言執行者が選任されて就任した場合）を相手方

として行われます。

まず、相続が開始されてから、想定されるおもな日程を確認しておきましょう。

（2）相続開始後のタイムスケジュール

相続開始後の一般的なタイムスケジュールは、図表１. １のようになります。

図表１.１  相続開始後のタイムスケジュール

被相続人死亡（相続開始） 被相続人の死亡により、相続が開始される。

死亡届
（７日以内）

死亡届に死亡診断書を添付して市町村役場に提出。
（死亡診断書は死亡保険金の受取にも必要）
金融機関に死亡連絡。
葬儀費用の領収書等の整理…債務控除できる。

３
ヵ
月
以
内

遺言書の有無・
内容の確認

遺言書がある場合は原則遺言書に従う。
公正証書遺言は公証役場で検索できる。
自筆・秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要。

４
ヵ
月
以
内

10
ヵ
月
以
内

相続人の調査確定 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得。

相続財産の調査 被相続人のプラスの財産（預貯金、有価証券、不動産
等）・マイナスの財産（借入金等）の把握。

相続の放棄・限定承認 相続放棄または限定承認の場合は家庭裁判所に申述、
なにもしなければ単純承認となる。

所得税等の準確定申告 被相続人の１月１日から死亡日までの所得金額を税
務署に申告・納付。

遺産分割協議 遺言書がない場合、あっても遺言書にすべての相続財
産の記載がない場合は、遺産の分割協議を行い、相続
人全員の合意により遺産分割協議書を作成。
原則、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要。

相続税の申告・納付 相続税が発生する場合、小規模宅地等の特例や配偶者
の税額軽減の特例などの適用を受ける場合、被相続人
の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出。

遺産の名義変更 相続した財産の名義変更・相続登記など、とくに期限
はないが確定したらはやめに手続を済ます。

相続開始後のスケジュールとその留意点第1章
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図表１.２  親族関係図の例

（被相続人にもっとも親等が近い人に相続権あり）

父

先妻
（相続権なし）

配偶者
認知

弟

長男 三男 長女 養子認知した子
（非嫡出子）

妹（死亡）

甥
（代襲相続人）
（再代襲なし）

二男（死亡）

孫
（代襲相続人）

（以下「曾孫」…該当者がいるまで）

つねに相続人

被相続人内縁の妻
（相続権なし）

母

第２順位相続人
　（直系尊属）
　（相続分３分の１）

第１順位相続人
　（直系卑属）
　（相続分２分の１）

第３順位相続人
　（兄弟姉妹）
　（相続分４分の１）

（相続税法の制限）
実子あり　１人
実子なし　２人
（民法の制限）
なし

（3）相続人の確定の意義

遺言によらず遺産分割をするには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。そ

のためには、まずはじめに相続人を確定しなければなりません。一般に相続人がだれ

であるかはわかっていますが、相続人を１人でも欠いた遺産分割協議は無効となりま

すので、相続人の資格のある人がほかにいないか、念のため確認する必要があります。
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また、相続人であるかどうかの客観的な判断は戸籍上の関係でなされるため、法定

相続人を確定させるには、基本的に被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸

籍謄本類（戸籍全部事項証明書、原戸籍謄本、除籍謄本など）を取得する必要があり

ます。多くの場合、出生から死亡に至るまでの間に戸籍改製・転籍・婚姻などにより

複数の戸籍謄本類が必要になりますが、その際には死亡から出生まで連続するように

さかのぼって取得していくことになります。

相続人を確定した際には、とくに相続関係が複雑な場合などに漏れがないようにす

るため、および今後のチェックを容易にするため図表１. ２のような親族関係図を作成

するとよいでしょう。

3 解説

（1）相続人であることの客観的な証明

事例の場合、Ｐさんからヒアリングしたことを親族関係図で整理すると、法定相続

人は、被相続人Ｆさんの妻Ｔさん、長女Ｐさん、前妻との間の子Ｇさんで、法定相続

分は妻Ｔさんが２分の１、長女Ｐさんが４分の１、前妻の子Gさんが４分の１となり

ます。

図表１.３  Ｆさんの親族関係図と法定相続分

前　妻 Ｆさん Ｔさん

（被相続人） （１／２）

Ｇさん Ｐさん 夫
（１／４） （１／４）

Ｐさんは、ほかに前妻の子が１人いることのみを聞かされていますが、このことを

客観的に証明するためには、少なくとも被相続人Ｆさんに子どもができる年齢まで戸

籍をさかのぼる必要があります。金融機関に提出する戸籍謄本類については、出生か

ら死亡まで連続したものが必要になるところと、15 歳や 16 歳など一定の年齢以降で

よいところなど金融機関によって異なりますが、出生までさかのぼって取得しておく

ほうがよいでしょう。

相続開始後のスケジュールとその留意点第1章
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運営（教材、添削レポート、修了証等の発送および成績管理、受講料の入金管理等）お
よび通信教育情報の提供に限った利用としています。

　弊社が所有する個人情報については、適切・厳重に管理し、第三者の不正なアクセス
による漏洩、流用、改ざん等を防止するため、万全のセキュリティー対策を講じていま
す。原則として、受講者ご本人または教育ご担当者の同意なしには第三者に開示するこ
とはありません。
　なお、業務の運営上必要な範囲において第三者へ業務委託する場合には、業務委託会
社と契約を締結し、個人情報についての法令等を遵守し、適切な管理を行うよう義務付
けています。


