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Ⅰ. スイス出張について 
 

【はじめに】 

例年恒例のスイスプライベートバンクツアー

に参加したのでご報告申し上げる。今回の訪問

金融機関はユニバーサルバンクの大手 UBS、プ

ライベートバンクのジュリアスベアー銀行、ピ

クテ銀行とフォントーベル銀行、そして投資顧

問会社のシンビオティックス、スイス・ブリッ

ジ。キャピタル、1875 ファイナンス、そして 1291

グループであった。訪問先にて各社の自社ビジ

ネスに関するプレゼンテーションを拝聴した。

訪問した企業はすべてスイス国内でも著名で有

名な金融機関である。さらにファミリービジネ

ス向けビジネススクールの IMD とファミリー

向け基礎教育機関であるモンタナ インターナ

ショナルスクールをそれぞれ訪問し、日常の生

活風景の雰囲気を味あわせて頂いた。 

合計 4 日間のツアーは冬支度の始まるジュネ

ーブから生憎の天気でのスタートとなった。た

だし、雨がしとしと降る中でそれほどの寒さは

感じない。訪問地は最初の訪問地ジュネーブ、

続いてローザンヌ、最後にチューリッヒの 3 都

市を訪れた。天気の早期回復を願うツアーとな

ったが、残念な

がら、最後まで

太陽に恵まれ

ることはなく、

天候的には生

憎のツアーと

なった。スイスにて好天を期待する方には春か

ら初夏に訪問することをお勧めしたい。 

【スイスの金融市場】 

さて、スイスは資産運用市場において現在に

おいても世界一の地位を維持している。欧州に

おいては、ルクセンブルクがその地位において

有名であり、また EU の法務の中心地であるこ

とから、同市場を無視はできないものの、資産

残高規模はまだまだスイスに遠く及ばず、ルク

センブルクが欧州の盟主になる兆候は今のとこ

ろ見受けられない。金融資産運用残高はスイス

が世界一というものの、その資産規模のほとん

どは大手金融機関

が占めている。スイ

スの銀行数はここ

20 年でほぼ半減し、

資産規模も中小金

融機関がその大半を占めている。スイス最大の

UBS はクレディ・スイスのほぼ２倍の預かり資

産、ピクテ銀行、ジュリアスベアー銀行の凡そ

3 倍の資産規模を持つ。UBS やクレディ・スイ

スはユニバーサルバンク故グローバルな支店網

を持つものの必ずしも彼らの一人勝ちという構

図は存在せず、それぞれの金融機関が規模感に

応じて独自色を持ちながら、ファミリービジネ

スを展開する構図となっている。 

【ファミリービジネス】 

初日のジュリアスベアー銀行のプレゼンテー

ションから最後の 1291 グループに至るまでス

イスにおけるプライベートバンクの事業規模の

大きさ、そのサービスの充実ぶりを痛感する内

容であった。UBS は世界中に支店網を展開し、



 

ファミリー企業の資産運用ビジネスを展開して

いる。ユニバーサルバンクであり、自社内で様々

な商品を取り扱える利点から、顧客目線に立ち、

顧客満足度を高められる様々な商品提供を実現

している。ジュリアスベアー銀行とピクテ銀行

の違いは上場か非上場かの違いであるが、どち

らもファミリー企業である。ただし、戦略的な

違いが見て取れる。ジュリアスベアー銀行は他

社買収を通して事業規模を拡大してきた。リー

マンショックで一時事業売却を行うもその後も

買収により現在の規模を実現している。ジュリ

アスベアー銀行はまたカストディアンとして投

資顧問会社と事業連携を上手に行っている。一

方、ピクテ銀行は過去他社の買収は行うことな

く、独力で現在の規模にまで成長している。 

スイスにおけるファミリービジネスに対す

る各金融機関の対応は事業規模にかかわらず非

常に類似している。それは第一に顧客目線に立

って、自社製品に捕らわれる事なく顧客の利益

を追求し、担当者は長年に渡りファミリーの中

に十分に浸透して、顧客の信頼を得ることを最

も重要な課題としている点である。一任預と助

言預の業務を上手に使い分けてファミリービジ

ネスを展開している点も注目するべきである。

これは投資顧問会社にも共通している点である。 

今回各社を訪問した際に特に感じたことは、

スイスの各金融機関の対日戦略の強化である。

UBS は本邦金融機関に管理業務を委託し、UBS

がビジネスをリードする形で対日戦略を取る。

ピクテ銀行はすでに投資顧問会社を東京と大阪

に置いており、フォントーベル銀行は来年にも

第二種金融商品取引業免許を取得し、対日ビジ

ネスを強化する。特に彼らのスマホアプリが本

邦に初上陸をすることになる。これにより本邦

投資家に向けて 1 万スイスフラン相当額より投

資機会を与えることができる。スマホ上で各自

現状の資産形成状況を確認でき、資産構成に関

してフォントーベル銀行から適時適切な助言を

受け取れるようになる。これらの動きは来年以

降本邦の投資熱を更に加熱させる一因となる可

能性を秘めている。来年以降本邦の機関投資

家・個人投資家の動向が注目されるであろう。 

【最古のワイナリー】 

最後にツアーの中休みとして、スイスの中で

も最も古いワイナリーの一つのドメーヌ・デ

ュ・ダレーを訪問

させて頂いた。当

ワイナリーは 1392

年に設立されたも

ので、７ヘクター

ルの敷地面積を持つ。レマン湖を望む急勾配に

広がる葡萄畑は圧巻である。ちょうど収穫の最

盛期であり、多忙な中、製造工程や貯蔵庫を紹

介頂いた事は感謝に堪えない。スイスワインは

日本においてあまり出会うことはないが、総じ

て口当たりよく、多くのワイン愛好家に好まれ

るワインであると思わ

れる。日本国内でもし出

会うことがあれば、ぜひ

ともご賞味頂きたい。著

名な他国のワインに負けないその美味しさや味

わい深さをご体感頂けるであろう。（了） 

（文責：金井 邦範） 

  
 



 

Ⅱ．配偶者居住権の制度が始まる  
 

配偶者居住権とその効果 

2020 年 4 月 1 日から配偶者居住権の制度が始

まる。配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に

居住していた被相続人所有の建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認め

ることを内容とする法定の権利である。 

そもそも配偶者居住権は、自宅以外の現預金

などが少ない家庭の配偶者の老後の生活費の確

保を目的としてできている。 

以下の例で説明しよう。 

遺産が自宅 2,000 万円、現預金 3,000 万円、合

計 5,000 万円、これらを配偶者と子供 1 人が法

定相続割合で相続すると、それぞれ 2,500 万円

ずつ相続することになる。 

配偶者が自宅 2,000万円を相続してしまうと、

預貯金の取得額が 500 万円と少なくなってしま

い、配偶者の老後の生活費が不足する懸念が生

じている。そこで、配偶者が自宅そのものを取

得させるのではなく、配偶者居住権のという権

利を取得させ、子に配偶者居住権ついた所有権

を取得させることにより、配偶者により多くの

預金を取得させることができるようにしている。

仮に配偶者居住権を 1,000 万円とすると、配偶

者は配偶者居住権 1,000万円と現預金 1,500万円

を相続することになり、配偶者の老後の生活費

が確保できる。 

配偶者居住権の相続税評価額 

 配偶者居住権の相続税評価額は、以下の計算

式で評価する。 

⚫ 配偶者居住権（建物）の評価額 

＝建物の相続税評価額－建物所有権の評

価額 

⚫ 建物所有権の評価額 

＝建物の相続税評価額×（残存耐用年数

（※1）－居住権の存続年数（※２））÷残

存耐用年数×残存年数に応じた民法の法

定利率（３％）による複利原価率 

⚫ 配偶者居住権（土地）の評価額 

＝土地の相続税評価額－土地所有権の評

価額 

⚫ 土地所有権の評価額 

＝土地の相続税評価額×残存年数に応じ

た民法の法定利率（3％）による複利原価

率 

※１ 所得税の法定耐用年数×1.5－築年数 

※２ 遺産分割協議等に定められた存続期

間の年数（完全生命表による平均余命

年数が上限） 

なお、※１または（※１－※２）が０

以下の場合は、０として計算する。 

（具体例の前提条件） 

遺産分割により子が土地建物を所有し、妻が配

偶者居住権を取得する。 

⚫ 相続時の妻 85 歳の平均余命 8.３年（完全生

命表）→8 年（端数四捨五入） 

⚫ 年 3％の複利原価表の 8 年の複利原価 0.789 

⚫ 建物相続税評価額 10,000,000 円 

⚫ 所得税の法定耐用年数 22 年（木造） 

⚫ 築年数 15 年（1 年未満の端数四捨五入） 

⚫ 土地相続税評価額 30,000,000 円 



 

（計算式） 

⚫ 建物所有権の評価額 

＝10,000,000 円×（22 年×1.5（注）－15 年

－8 年）÷（22 年×1.5（注）－15 年）×0.789

＝4,383,333 円 

注：計算の過程で生じる端数は四捨五入 

⚫ 配偶者居住権（建物）の評価額 

＝10,000,000 円－4,383,333 円＝5,616,667 円 

⚫ 土地所有権の評価額 

＝30,000,000 円×0.789＝23,670,000 円 

⚫ 配偶者居住権（土地）の評価額 

＝30,000,000 円－23,670,000円＝6,330,000 円 

⚫ 配偶者居住権の評価額 

5,616,667 円＋6,330,000 円＝11,946,667 円 

配偶者居住権の消滅時の取扱い 

さて、期間満了・配偶者の死亡（二次相続）

によって配偶者居住権が消滅した場合、課税関

係がどうなるかが注目されていたが、2019 年 7

月に課税関係が生じないことが明らかになった。

配偶者居住権は配偶者の死亡と同時に消滅する

ため、相続人が取得する相続財産にはならない

ということだそうだ。 

このことは、配偶者居住権を使った場合、二

次相続時にその分だけ相続財産が減ることにな

り、結果として、相続税の負担を減らすことが

できることを意味している。 

前述したように、配偶者居住権は自宅以外の

現預金などが少ない家庭の配偶者の老後の生活

費の確保を目的としてできたものであるが、以

下の場合、より大きな節税効果が得られそうだ。 

⚫ 相続財産の総額が大きい場合 

⚫ 自宅の土地・建物の評価が高い場合 

⚫ 配偶者の年齢が若い場合 

⚫ 築年数が相当経過した建物 

一方で、合意若しくは放棄によって配偶者居

住権が消滅する場合に、対価を支払わなかった

とき又は著しく低い対価を支払ったときは、消

滅する配偶者居住権の評価額が所有者に対する

贈与として取り扱われるので注意が必要である。 

（具体例の前提条件） 

配偶者 95 歳で老人ホームへ入居し、配偶者居

住権を放棄する。 

⚫ 放棄時の妻 95 歳の平均余命 3.63 年（完全

生命表）→4 年（端数四捨五入） 

⚫ 年 3％の複利原価表の 4 年の複利原価 0888 

⚫ 建物相続税評価額 8,000,000 円 

⚫ 所得税の法定耐用年数 22 年（木造） 

⚫ 築年数 25 年（1 年未満の端数四捨五入） 

⚫ 土地相続税評価額 30,000,000 円 

（計算式） 

⚫ 消滅時の建物所有権の評価額 

＝8,000,000 円×（22 年×1.5（注）－25

年－4 年）÷（22 年×1.5（注）－25 年）

×0.888＝3,552,000 円 

注：計算の過程で生じる端数は四捨五入 

⚫ 消滅時の配偶者居住権（建物）の評価額 

＝8,000,000 円－5,328,000 円＝4,448,000 円 

⚫ 消滅時の土地所有権の評価額 

＝30,000,000 円×0.888＝26,640,000 円 

⚫ 消滅時の配偶者居住権（土地）の評価額 

＝30,000,000 円－26,640,000円＝3,360,000 円 

⚫ 消滅時の配偶者居住権の評価額 

4,448,000 円＋3,360,000 円＝7,808,000 円 

（高須 啓志）
 



 

Ⅲ．公的年金繰下げ受給シミュレーション 
 

人生 100 年時代の最大の支えは、終身でもら

える公的年金である。公的年金の支給開始は原

則 65 歳であるが、最大 70 歳まで繰下げてもら

うこともできる。この場合、1 か月繰下げるご

とに 0.7％受給額が増え、それが一生続く。 

 

 

 

 

 

 

 

長生きを前提とすれば、繰下げ受給がお得に

感じられるが、加給年金や在職老齢年金の制度

を勘案すると単純ではない。 

繰下げ受給を考える際に考慮に入れておきた

いのは、以下の 3 点である。 

１．公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生

年金の二種類あるが、これらの繰下げは、別々

に決めることができるという点である。老齢基

礎年金は受給を繰下げると確実に年金額が増加

するが、老齢厚生年金は受給を繰下げても年金

額が増加しない場合があるからである。 

２．加給年金を考慮に入れる必要があるとい

う点である。厚生年金保険に 20 年以上加入した

者は、老齢厚生年金を受給できるようになって、

65 歳未満の配偶者がいる場合、加給年金（約 39

万円/年）を受け取ることできるが、老齢厚生年

金の受給を繰下げている間、加給年金も受給で

きなくなることに留意しなければならない。 

３．在職老齢年金制度の支給停止に注意する

必要があるという点である。年金受給を繰下げ

ている間、厚生年金保険に加入し続けて働いて

いると、経過的加算額を除いた老齢厚生年金月

額と年収の 1/12 の合計額が 47 万円を超える場

合に、超過額の 1/2 が支給停止となる。支給停

止となった部分は、年金の受給を繰下げても増

加対象から外れ、年金額が期待したほど増加し

ないことに留意しなければならない。 

これらの点を考慮すると、公的年金を繰下げ

受給した方が得なのかどうか、判断が難しい場

合がある。公的年金繰下げ受給シミュレーショ

ンは、65 歳時点の年金受給額、受給開始年齢、

配偶者との年齢差、繰下げ期間の想定年収を入

力することによって、公的年金の繰下げ受給が

有利かどうかを試算することができる。 

STEP１ 情報の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

情報の入力後、シミュレーション開始ボタン

を押すと、65 歳受給開始と繰下げ受給の各年の

年金受給額が比較表示される。 

STEP２ 各年の年金受給額を比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この例によれば、65 歳で受給を開始すると、

67 歳まで厚生年金が 169 万円（加給年金を含む）、

基礎年金が 74 万円受給でき、68 歳から厚生年

金 130 万円（加給年金がなくなる）、基礎年金

74 万円受給できる。 

一方、厚生年金を 66 歳まで繰下げ、基礎年金

を 70 歳まで繰下げた場合、67 歳まで厚生年金

が 182 万円（加給年金を含む）、68 歳以降は 143

万円（加給年金がなくなる）受給でき、70 歳ま

で繰下げた基礎年金は 107 万円受給できる。 

加給年金がなくなっても、配偶者の年齢が 65

歳に到達し、老齢基礎年金を受給できるように

なっているので、単純に家計の収入が減ってし

まうわけではない。余裕があれば、配偶者の老

齢基礎年金の繰下げ受給を検討してもよい。 

公的年金を繰下げ受給した方が得なのかどう

かは、何歳まで生きるかにかかっている。もち

ろん、そんなことは予測できないので、本シミ

ュレーションでは、各年齢における 65 歳受給開

始と繰下げ受給の年金受給額の総額が比較表示

されるようにした。 

この例によれば、80 歳を超えて長生きした場

合、65 歳受給開始に比べて繰下げ受給の方が年

金受給額の総額が多くなることが表示されてい

る。 

STEP３ 年金受給額の総額を比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の健康状態や老後資金の枯渇の可能性な

どを考慮に入れ、公的年金を最大限活用するこ

とを考えてみては、いかがであろうか。 

（高須 啓志） 
 

 



 

  Ⅳ．WMW だより 
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TEL : 03-6433-9157  E-mail: support@wealthmanager.jp 

  

 

 

 WMW定期開催セミナー ※応用セミナーは日本 FP 協会・FP 継続教育単位取得講座となります 

 

日程：【東京】2020年 1月 28日（火）応用セミナーⅠ（金融資産分析） 

 

【東京】2020年 1月 31日（金）基本操作セミナー 

 

【東京】2020年 2月 25日（火）応用セミナーⅡ（生命保険・年金保険） 

 

【東京】2020年 2月 28日（金）基本操作セミナー 

 

【東京】2020年 3月 31日（火）応用セミナーⅢ（不動産・自社株評価） 

 

【東京】2020年 3月 27日（金）基本操作セミナー 

 

場所：株式会社キャピタル・アセット・プランニング 品川シーズンテラス 27階 
 
 
 
  

mailto:support@wealthmanager.jp

