はじめに
本書は、主に金融機関の行職員を対象とした遺言書の入門書です。
著者の遠藤が長年、公証人として多数の公正証書遺言の作成に携わっ
た知見を活かし、豊富な資料や図表を基に、わかりやすく解説するよ
うに努めました。まだ相続を学びはじめたばかりの方の他、相続法改
正により新しくなった部分を含めた遺言書の基礎知識を再確認したい
ベテラン行職員にも役立つはずです。お客様向けの遺言・相続セミナー
の資料を作成する際にも活用できるのではないでしょうか。
遺言書は、本人が長年にわたって築き守ってきた大切な財産を、家
族など誰にどのようにして承継し、後世に役立たせるかを指示する重
要な意思表示です。遺産相続の際に遺言書があれば、遺族がスムーズ
に相続手続ができることはご承知のとおりです。相続法改正により、
自筆証書遺言の作成方式が緩和されたり、法務局で保管できるように
なる等、遺言書に関する世間の関心が高まっている今、金融機関の行
職員が遺言書（特に公正証書遺言）の知識を身につけることは必須とい
えるでしょう。
金融機関にとっても、お客様の遺言書作成や保管、遺言執行をサポー
トすることで、将来、相続手続におけるトラブルを防止できるだけで
なく、お客様からまとまった資金を預かり、将来、相続人への承継が
容易になることが期待できます。
本書では、最近話題のいわゆる「家族信託」
（家族民事信託）について
も取り上げ、巻末に具体的な文例を掲載しました。遺言書だけでは問
題解決が難しいような場合に、利用するとよいでしょう。
本書をきっかけに、担当業務の充実・拡大に繋がることを心から願っ
ています。
2021年２月
弁護士 遠藤英嗣 本田桂子
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Part

1

遺言書の必要性

相続と遺言書をめぐる現状

想され、その際、適切に対応できるように準備する必要があります。

Part

相続と遺言書をめぐる現状

1

▼

1

遺言書の基礎知識だけでなく、新しい相続法の下で起こりがちなトラ

遺言書に対する関心の高まりと相続法改正

図表1-1

改正相続法の施行日と主な改正点

近年、遺産相続を取り巻く環境が大きく変化しており、遺言書に関
する世間の関心が高まっています。金融機関の窓口や渉外訪問先でも、
お客様との対話の中で遺言書が話題にのぼることが増えたのではない

改正相続法の施行日
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遺言書の必要性
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⑥自筆証書遺言の保管制度の創設

正は、およそ40年ぶりの大幅な見直しであり、その内容は多岐にわたっ
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改正点は、2019年以降、順次施行されました（図表1-1 ）
。たとえば、
2019年１月13日には自筆証書遺言の作成方式が緩和され、2020年７月
10日には自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新たに始まりました。
遺言書以外の大きな改正点として、
「配偶者居住権」制度の創設があ
ります。簡単にいうと、婚姻相手の死後、残された配偶者は、婚姻相
手が所有していた家にそのまま住み続けることができるというもので
す。また、相続人以外の親族（たとえば、夫の親の介護をした妻）が相
続人に対して「特別寄与料」を請求できる制度も新たに設けられました。
その他に、金融機関に関係する改正点として、遺産分割協議が終わっ
ていない段階でも、相続人が遺産である預貯金を一定額まで引き出す
ことが可能になりました。
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⑤配偶者の死後も自宅に住み続けられる「配偶者居住権」が創設された
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⑥自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設された
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このように、近年、一般家庭の遺産相続に大きな影響を与える相続
法の改正が多数行われたことから、今後、金融機関の窓口担当者や渉
外担当者には、お客様から相続に関する様々な相談が寄せられると予
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