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プロローグ

本書を手にとって頂きたい
方とは

1

　本書は、“家族会議” の重要性をご理解頂くこと、『家族信託』　を知らない方

に分かりやすくご紹介することを主旨とした本になりますが、親世代・子世代・

孫世代を問わず、下記①～③のいずれかに該当する方々には、ぜひとも本書をご

覧頂きたいです。

　①老親の生涯を家族・一族で支える仕組みを作りたい！

　②老親が持つ不動産をいつでも売れるようにしたい！

　③円満に遺産相続を実現したい！

　もう少し詳しく説明すると、次のようになります。

　①は、家族が負担をかけずに老親の今後の生活費や入院・入所費用を管理・給

付したいという希望、いわゆる『負担の少ない柔軟な財産管理』を実現したいと

いう希望をお持ちの方ということになります。

　②は、認知症や大病により理解力の低下した老親ではすることができない自宅
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やアパートの売却・買換えをスムーズに実行したいという希望、いわゆる『認知

症による資産凍結回避』をしたいという希望をお持ちの方ということになります。

　③は、将来の相続発生時に家族・親族が遺産争いをすることなく、故人の “想

い” と財産をスムーズに引き継がせたい・受け継ぎたいという希望、いわゆる『円

満・円滑な資産承継』を実現したいという希望をお持ちの方ということになりま

す。

　これらに該当する方にとっては、本書がバイブルのような存在になることを信

じて執筆いたしました。ぜひ、次ページ以降の「相続の本質とは」「家族会議の

重要性」をご一読いただいてから、本書を気軽に眺めて
3 3 3

頂きたいです。
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相続の本質とは2

　相続で考えるべきことはなにかを尋ねると、よく「相続税対策」と答える方が

います。確かに資産が多ければ、資産をどのように保持してどう相続するかによ

って、かかる税金の額は大きく変わります。しかし税金を減らすことばかり考え

ていると、本質を見失ってしまうものです。

　相続の本質は、先祖から受け継いできたものや自身が築きあげたもの、それは

必ずしも目に見える資産だけではなく“想い” や“家訓” も含めたものを次世代

に遺すことです。誰にどう渡すのか。受け取った人はそれをこれからどうするの

か。あなただけで決めるのでもなく、受け取る側が税金ばかり気にして決めるも

のでもありません。

　極論を言えば、資産や税金の大小は関係ないのです。家族でしっかり話し合

い、渡す側の望む方法、受け取る側全員の納得する方法で資産承継を実行するこ

とこそが、理想の相続なのです。

　もうひとつ、忘れてはならないことがあります。それは老後の人生です。

　多くの方は相続に関して、人生を終えたあとで遺産をどうするのか、遺言で誰

になにを渡すのか決めさえすればいいと思っておられます。ゆえに、自分の財産

があまり多くないと思っている人は、相続なんて特に考えることもやることもな

いと思っているかもしれません。

　しかし人はほとんどの場合、元気な状態から突然、人生を終えるわけではあり

ません。特に日本は超高齢化が進み、平均寿命は延び続け、いわゆる老後の時間

が非常に長くなっています。働かなくなったあとも、老いや衰えや病気とともに
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長い余生を過ごすこととなるでしょう。

　今のあなたは健康かもしれません。しかし、20年30年と老後が続いた場合の

ことを考えてみてください。日常の生活費、病気になったときの医療費・介護費

用を確保できますか？　認知症になってしまった場合に面倒をみてくれる人はい

ますか？

　そういった余生・老後の過ごし方を家族と話し合う、「家族会議」がとても重

要です。いざというときに長男に面倒をみてもらうならば、費用をあらかじめ生

前贈与する、遺産相続で多めに渡すなど決めておけば、長男は納得して動いてく

れるでしょうし、長男以外の家族も遺産分配に了承してくれるでしょう。しか

し、もしなにも決めずにあなたが突然認知症になった場合、子どもたちがあなた

の世話を押しつけ合い、家族の仲が不和になり、あなた自身はぞんざいな扱いを

〈家族〉

〈さらに次の世代へ〉

あなたの人生と資産活用の先に
相続が繋がっている

先祖ゆかりの資産 あなたの築いた資産

資産活用を
家族が代行

老後の人生を
家族から支えてもらう

〈あなた〉
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受けてしまうかもしれません。

　あなた自身のためにも、家族のためにも、老後における過ごし方や資産活用の

備えをしておくことが大切です。そしてその延長線上にこそ相続・資産承継があ

るのです。

　老後の人生は資産活用と相続とが繋がっていることを認識した上で、あなたが

健康なうちに家族と話し合い、余生とその後まで皆が納得する道筋を作ること

で、理想の相続を実現できるでしょう。
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プロローグ

「家族会議」の重要性3

  相続の本質に関する話の中で、「家族会議」がとても重要だと申し上げました。

しかし多くの方は、いつどうやって家族会議をすればいいかわからない、親側も

子側も話を切り出すのが難しいと感じています。

　確かに、子から見れば、高齢の親に対していきなり「遺言は書いてる？」と尋

ねたら、遺産をアテにしてるのかと疑われたり、まだ元気なのになんと不謹慎な

ことを言っているのかと腹を立てられたりするかもしれません。

　子側から話を切り出す場合は、いきなり遺言や相続という話題に触れるのでは

なく、今後の生活に関する老親の希望から入るのがいいでしょう。

　「年金はどのくらいもらってる？　貯金は大丈夫？　これからやりたいことは

ある？」とさりげなく切り出すとスムーズなのではないでしょうか。

　切り出し方が決まったとしても、タイミングがまた難しいものです。そこで大

切なのが、きっかけや理由を作ること。たとえば本書のような本を片手に「最近

こういう本を読んで気づいたんだけど」と切り出すといいでしょう。同様に、テ

レビや新聞、セミナーなどで相続について見聞きして話したくなったと言い出せ

ばスムーズだと思います。

　老親が元気でまだ早いと思うくらいのタイミングで、老後の生活やその先の相

続について話し合いの場を持つことが肝要です。認知症や病気でまともに話し合

いができなくなってからでは、老親の意向も確認できず、非常にナーバスな話に

なってしまいがちです。

  子側から働きかける場合、まずは兄弟姉妹間全員で家族会議の必要性を統一認
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識し、子全員の希望として老親に家族会議を提案するのが理想です。子が団結し

て、自分の老後を支えていく話をしたいと言ったときに、拒む老親はまずいませ

ん。

  親側から話を切り出すのも注意が必要です。よく親が複数の子に対し、個別に

話をしてしまうケースがあります。そうすると、たとえば親が認知症になったあ

と、子は各々、自分が老後及び財産を託されたのだと主張しかねませんし、兄弟

間で遺言の書換え合戦も起こり得ます。一部の子だけで老後や資産承継を決めて

しまう事案も見かけます。その結果、家族間で相続の前後で揉めごとが起こる、

「争
あらそうぞく

族」が起きかねません。

  争族は必ずしも親の死後に起きる問題ではありません。認知症や病に伏せてい

る老親の枕元で、子どもたちが老親の介護方針をめぐって言い争うという悲劇は

現実にあります。

〈あなた〉 〈あなた〉

遺産相続争いの
火種になりかねない

家族が当事者意識を
持って相続の内容を
共有しておけば円満

個別に老後や相続の話をする 家族会議



15

プ
ロ
ロ
ー
グ

　ゆえに「自分が死んだあとのことは知らない」と考えてはいけません。老後の

サポート体制についてしっかり家族と話しておかないと、認知症や病気等要介護

状態になって困るのは、実は親自身なのです。そして、その延長線上にあるのが

相続なのです。

　「相続」は、受け継ぐ側だけの問題でも、渡す側だけの問題でもありません。

双方が当事者意識を持って家族会議に臨んではじめて、意味のある結果、つまり

「理想の相続」が実現できるのです。



16

本書に登場する家族の紹介

　司法書士のみやた先生は、相続の意味や家族会議の重要性を早い段階で知ってもら
うために、家族信託のセミナーや個別相談会を開催している。
　今日は、50歳の勘太郎が、80歳になった与兵衛の今後について考えたくなったため、
一家を連れてみやた先生の個別相談会に参加することとなった。

　家族信託にとても詳しい司法書士。高齢化社会が進む日本の状
況を深刻に考え、高齢者や障害者とその家族のケアや相続に関わ
る法律面でのサポートを中心に手掛けている。相続等に関わるア
ドバイス、コンサルティング業務も積極的に実施している。

みやた先生

　80歳。会社を退職してからは、不動産賃貸をやりつつ老後を
悠々自適に過ごしている。まだまだ元気だが、将来の夫婦の生活
や相続のことを最近考えるようになり、勘太郎に不安を漏らして
いた。勘太郎と桜子に全幅の信頼を置いている。

鈴木与兵衛

　50歳。メーカー企業で営業として働いている。優子と結婚して
おり、長男の勇輝は25歳の大学院生、独身。
　与兵衛の相続について家族で誰も考えていないことに気づき、
みやた先生の個別相談会へ家族で参加することにした。

鈴木勘太郎

　81歳。体調を崩しがちでよく病院にかかっているが、それが功
を奏して、大きな病気は未然に防いできている。
　家事一筋で、与兵衛の不動産賃貸などの仕事も特に手伝ってい
ない。

鈴木ウメ
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　44歳。作家になると言い張って約20年が経過。独身で不安定な
がら、気ままな生活を送っている。兄の勘太郎が妻子持ちでマジ
メな生活を送っているのに対して、対照的。

鈴木孝二郎

　42歳、与兵衛の長女。山田英雄のもとへ嫁いだ。与兵衛たちと
桜子は仲がいいが、夫の英雄は与兵衛一家とはウマが合わず、と
きどき板挟みになっている。
　相続で、英雄がトラブルの火種にならないか不安。

山田桜子

鈴木与兵衛 鈴木ウメ

優子

鈴木勘太郎 鈴木孝二郎 山田桜子

山田英雄

勇輝

家系図


