
 

 

 

 

 

 

 

 

 

親不孝な子がいる場合に
は、「特定の子に財産を遺し
たくない。いまのうち“
続放棄”させられないか。」
といった相談をお受けしま
す。生前に“相続放棄”
させられるかなどを考えて
みましょう。

♦まずは、遺留分とは
 民法上の遺留分は、被相続人（亡くなった方）の
兄弟姉妹以外の相続人（例：妻や子）について「保
護された相続財産の一定割合（法定相続分×
の相続分」をいいます。相続でもらえる最低保証額
ともい
 妻と子
が 1/4

■妻の法定相続割合（①）：財産の

妻の遺留分：財産の

■子１人の法定相続割合（②）：同
×1/2

同遺留分：財産の

♦“相続放棄”と“遺留分の放棄”との違い

“相続放棄”は相続人が相続で財産や債務（借金）
の引き継ぎ自体を放棄することをいい、一方、“
留分の放棄”は遺留分という民法上の権利を放棄す
ることを意味します。

●相続放棄：始めから相続人でなかった扱いとな
り、財産も債務も相続しません。

●遺留分の放棄：相続人としての権利は残るが、
遺留分より少ない財産を相続しても文句を言
えません。

♦他にも違いは？
上記違いの他、相続開始前後での放棄の可否、家

庭裁判所の審査の要否、期限や
した。
開始前（生前）にはできません。一方、“遺留分の
放棄”は生前でもできますので、被相続人の存命中
に「予想される相続争い」を未然に防げることに。

 

 

 

 

 

 

 

資産活用のヒントをお届けします
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♦“遺留分の放棄”のメリット
被相続人が遺留分に縛られずに、思い通りに自分の財

産を分けられる点が最大のメリットです。後継者などが
引き継がないと事業継続に支障がでてしまう事業用不
動産や自社株などが主な相続財産のケースでは特に有
効です。

♦忘れてならない“遺言書”！
“遺留分

ことが不可欠です。遺言書がなければ、たとえ生前に“遺
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ト）”と“遺留分
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♦“遺留分の放棄”のハードルは意外と高い⁉
遺留分を放棄しようとする相続人が、家庭裁判所に

「遺留分の放棄の許可」を求めて審判を請求します。家
庭裁判所では、その放棄が親などに強制・強要されてい
ないかに重点をおいて審査しています。

具体的な審査基準はつぎの通りです。
★本人の自由意思による放棄か
★放棄の理由に、合理性と必要性があるか
★代償性の有無
代償性は、過去に遺留分に見合う贈与を受けていたケ

ースや放棄に当たり現金贈与などを
かどうかなどがポイントとなるようです。

♦“遺留分
“遺留分

「放棄の必要性と共に、その相続人に対する想い」を十
分に伝え、相続人の納得を得た
が後日の相続争いを防ぐポイントになります。

なお遺留分の放棄の手続きの後は、遺言書の準備をく
れぐれもお忘れなく！
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代償性は、過去に遺留分に見合う贈与を受けていたケ
確実に受けている

放棄”をする際は、親御さんから相続人に
「放棄の必要性と共に、その相続人に対する想い」を十

で手続きを進めること
 

なお遺留分の放棄の手続きの後は、遺言書の準備をく
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ビル 6階 
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期限または時効
（相続を知った日から）

原則
3ヶ月以内

１年


