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相続・今昔ものがたり
【これまでの収録内容】

掲載回 テーマ ポイント 事　例 付　録

第１回

106 号

相続法の時間的適

用

法定相続情報証明制

度の概要

第２回

107 号

配偶者と子がいる

場合の基本的な事

例

①�　現行民法における第

１順位の相続人および

相続分の原則

②�　昭和 55 年民法におけ

る第１順位の相続人お

よび相続分の原則

③�　昭和 37 年民法におけ

る第１順位の相続人お

よび相続分の原則

④�　新民法における第１

順位の相続人および相

続分の原則

⑤�　応急措置法における

第１順位の相続人およ

び相続分の原則

事例１－１　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法）

事例１－２　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法）

事例１－３　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（昭和 37

　年民法）

事例１－４　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（昭和 37

　年民法）

事例１－５　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（新民法）

事例１－６　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（新民法）

事例１－７　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（応急措置

　法）

事例１－８　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（応急措置

　法）

未成年者の遺産分割

協議

第３回

108 号

配偶者と子がいる

場合の戦前の事例

①�　旧民法の概要

②�　旧民法における家制

度と戸主および家族

③�　旧民法における第１

順位の家督相続人の基

礎（第一種法定家督相

続人）

④�　旧民法における第１

順位の遺産相続人の基

礎

⑤�　旧民法における第１

順位の遺産相続人の相

事例２－１　配偶者と一人娘

　がいる戸主の死亡（旧民法

　の家督相続）

事例２－２　配偶者と長女姉

　と長男弟がいる戸主の死亡

　（旧民法の家督相続）

事例２－３　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（旧民法の

　遺産相続）

事例２－４　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（旧民法の

　遺産相続）

戸籍の変遷
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第３回

108 号

　続分

⑥�　旧々民法の概要

⑦�　旧々民法における第

１順位の家督相続人の

基礎（法定家督相続人）

⑧�　旧々民法における第

１順位の遺産相続人の

基礎

⑨�　旧々民法における第

１順位の遺産相続人の

決定方法に係る家督相

続人の決定方法の適用

事例２－５　配偶者と一人娘

　がいる戸主の死亡（旧々民

　法の家督相続）

事例２－６　配偶者と長女姉

　と長男弟がいる戸主の死亡

　（旧々民法の家督相続）

事例２－７　配偶者と子が一

　人いる者の死亡（旧々民法

の遺産相続）

事例２－８　配偶者と子が二

　人いる者の死亡（旧々民法

　の遺産相続）

第４回

109 号

配偶者と子に非嫡

出子がいる場合の

戦後の事例

①　嫡出子と非嫡出子

②　認　知

③　子の氏と戸籍

④�　現行民法における非

嫡出子の相続分

⑤�　昭和 55 年民法後期に

おける非嫡出子の相続

分と最決平 25・９・４

民集 67 巻６号 1320 頁

⑥�　応急措置法、新民法、

昭和 37 年民法、昭和

55 年民法前期における

非嫡出子の相続分

事例３－１　配偶者と嫡出子

　と非嫡出子がいる者の死亡

　（現行民法）

事例３－２　配偶者と嫡出子

　二人と非嫡出子がいる者の

　死亡（現行民法）

事例３－３　嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（現行民

　法）

事例３－４　嫡出子と非嫡出

　子二人がいる者の死亡（現

　行民法）

事例３－５　配偶者と前婚の

　嫡出子と後婚の嫡出子と非

　嫡出子二人がいる者の死亡

　（現行民法）

事例３－６　配偶者と嫡出子

　と非嫡出子がいる者の死亡

　（昭和 55 年民法後期）

事例３－７　配偶者と嫡出子

　二人と非嫡出子がいる者の

　死亡（昭和 55 年民法後期）

事例３－８　嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（昭和

　55 年民法後期）

事例３－９　嫡出子と非嫡出

　子二人がいる者の死亡（昭

　和 55 年民法後期）

事例３－ 10　配偶者と前婚

　の嫡出子と後婚の嫡出子と

　非嫡嫡出子と後婚の嫡出子

　と非嫡出子二人がいる者の

　死亡（昭和 55 年民法後期）

事例３－ 11　配偶者と嫡出

　子と非嫡出子がいる者の死

戸籍上の子の続柄の

変遷
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第４回

109 号

配偶者と子に非嫡

出子がいる場合の

戦後の事例

　亡（昭和 55 年民法前期・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例３－ 12　配偶者と嫡出

　子二人と非嫡出子がいる者

　の死亡（昭和 55 年民法前

　期・昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例３－ 13　嫡出子と非嫡

　出子がいる者の死亡（昭和

　55 年民法前期・昭和 37 年

　民法・新民法・応急措置法）

事例３－ 14　嫡出子と非嫡

　出子二人がいる者の死亡

　（昭和 55 年民法前期・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例３－ 15　配偶者と前婚

　の嫡出子と後婚の嫡出子と

　非嫡出子二人がいる者の死

　亡（昭和 55 年民法前期・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

戸籍上の子の続柄の

変遷

第５回

110 号

子に嫡出子がいる

場合の戦前の事例

①�　旧民法における嫡出

子

②�　嫡出子の入る家と氏

③�　旧民法における非嫡

出子（庶子と私生子）

④�　非嫡出子の入る家と

氏

⑤　庶子・私生子の続柄

⑥　庶子の家督相続権

⑦　私生子の家督相続権

事例４－１　嫡出子の女子と

　庶子の男子がいる戸主の死

　亡（旧民法の家督相続）

事例４－２　嫡出子の女子・

　男子と庶子の男子がいる戸

　主の死亡（旧民法の家督相

　続）

事例４－３　嫡出子の女子と

　私生子の男子がいる女戸主

　の死亡（旧民法の家督相続）

事例４－４　嫡出子の女子と

　私生子の男子と私生子（父

　の庶子）の男子がいる女戸

　主の死亡（旧民法の家督相

　続）

事例４－５　嫡出子の女子・

　男子と庶子の男子・女子が

　いる戸主の死亡（旧民法の

　家督相続）

墓地と祭祀承継①

第６回

111 号

子に非嫡出子がい

る場合の戦前の事

例

①�　遺産相続における非

嫡出子の相続分

②�　旧々民法における非

嫡出子の家督相続権

事例５－１　嫡出子の女子と

　庶子の男子がいる者の死亡

　（旧民法の遺産相続）

事例５－２　嫡出子の女子・

墓地と祭祀承継②
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第６回

111 号

③�　旧々民法における非

嫡出子の遺産相続権

　男子と庶子の男子がいる者

　の死亡（旧民法の遺産相続）

事例５－３　嫡出子の女子と

　私生子の男子がいる者の死

　亡（旧民法の遺産相続）

事例５－４　嫡出子の女子と

　私生子の男子と私生子（父

　の庶子）の男子がいる者の

　死亡（旧民法の遺産相続）

事例５－５　嫡出子の女子・

　男子と庶子の男子・女子が

　いる戸主の死亡（旧民法の

　遺産相続）

事例５－６　嫡出子の女子と

　庶子の男子がいる戸主の死

　亡（旧々民法の家督相続）

事例５－７　嫡出子の女子・

　男子と庶子の男子がいる戸

　主の死亡（旧々民法の家督

　相続）

事例５－８　嫡出子の女子と

　庶子の男子がいる戸主の死

　亡（旧々民法の遺産相続）

事例５－９　嫡出子の女子・

　男子と庶子の男子がいる戸

　主の死亡（旧々民法の遺産

　相続）

第７回

112 号

異籍の子がいる場

合の事例

①�　応急措置法以降の子

の戸籍と相続権

②�　異籍の子の家督相続

権

③�　異籍の子の遺産相続

権

④�　旧々民法における異

籍の子の家督相続権

⑤�　旧々民法における異

籍の子の遺産相続権

事例６－１　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法後期）

事例６－２　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（昭和 5

　5年民法前期・昭和 37 年

　民法・新民法・応急措置法）

事例６－３　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる戸主の死亡（旧民

　法の家督相続）

事例６－４　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（旧民法　

　の遺産相続）

事例６－５　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる戸主の死亡（旧々

相続分と遺留分の規

定の変遷
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第７回

112 号

　民法の家督相続）

事例６－６　同籍の嫡出子お

　よび異籍の嫡出子と非嫡出

　子がいる者の死亡（旧々民

　法の遺産相続）

第８回

113 号

配偶者による相続

の事例（旧民法の

遺産相続を含む

①　配偶者の相続順位

②　婚姻の成立と要件

③　婚姻の無効と取消し

④　婚姻の効果

⑤　夫婦の氏と戸籍

⑥�　旧民法における婚姻

の成立と要件

⑦�　旧民法における婚姻

の無効と取消し

⑧�　旧民法における婚姻

の効果

⑨�　旧民法における夫婦

の家と氏

⑩�　旧民法における配偶

者の遺産相続順位（第

２順位の遺産相続人）

事例７－１　配偶者だけがい

　る者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例７－２　配偶者だけがい

　る者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例７－３　配偶者だけがい

　る者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例７－４　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例７－５　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例７－６　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

遺留分の減殺①

第９回

114 号

配偶者による戦前

の相続の事例

①�　旧民法における配偶

者の家督相続順位

②�　入夫婚姻

③�　応急措置法施行後の

入夫婚姻

④　入夫婚姻と財産留保

⑤�　旧々民法における配

偶者の家督相続順位（第

５順位の家督相続人）

⑥�　旧々民法における配

偶者の遺産相続順位（第

２順位の遺産相続人）

事例８－１　配偶者だけがい

　る戸主の死亡（旧民法の家

　督相続）

事例８－２　配偶者だけがい

　る女戸主の死亡（旧民法の

　家督相続）

事例８－３　配偶者だけがい

　る女戸主の死亡（旧民法の

　家督相続）

事例８－４　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例８－５　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧民法の家督

　相続・遺産相続）

事例８－６　配偶者だけがい

　る戸主の死亡（旧々民法の

　家督相続）

事例８－７　配偶者だけがい

　る者の死亡（旧々民法の遺

　産相続）

遺留分の減殺②
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第 10 回

115 号

直系尊属、配偶者

による戦後の相続

の事例

①�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける第２順位の相続

人の原則

②�　現行民法・昭和 55 年

民法における第２順位

の相続人の相続分

③�　昭和 37 年民法・新民

法・応急措置法におけ

る第２順位の相続人の

相続分

事例９－１　父母がいる者の

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法・昭和 37 年民法・

　新民法・応急措置法）

事例９－２　配偶者と父母が

　いる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法）

事例９－３　祖父母がいる者

　の死亡（現行民法・昭和

　55 年民法・昭和 37 年民法・

　新民法・応急措置法）

事例９－４　配偶者と祖父母

　がいる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法）

事例９－５　母と父方の祖父

　母がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例９－６　配偶者と母と父

　方の祖父母がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法）

事例９－７　父方の祖父と母

　方の祖父がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例９－８　配偶者と父方の

　祖父と母方の祖父がいる者

　の死亡（現行民法・昭和

　55 年民法）

事例９－９　父方の祖父母と

　母方の祖母がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

遺留分の減殺③

第 11 回

116 号

直系尊属、配偶者

による相続の戦前

の事例

①�　旧民法における第２

順位、第３順位の遺産

相続人

②�　旧民法における第３

順位、第４順位の家督

相続人

③�　旧民法における第４

順位の家督相続人（第

二種法定家督相続人）

④�　旧々民法における第

４順位の家督相続人（尊

事例 10 －１　父母がいる者

　の死亡（旧民法の遺産相続）

事例 10 －２　配偶者と父母

　がいる者の死亡（旧民法の

　遺産相続）

事例 10 －３　父母がいる戸

　主の死亡（旧民法の家督相

　続）

事例 10 －４　配偶者と父母

　がいる戸主の死亡（旧民法

　の家督相続）

遺留分の減殺④
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第 11 回

116 号

　属親）

⑤�　旧々民法における第

３順位の遺産相続人

事例 10 －５　母がいる者の

　死亡（旧民法の遺産相続）

事例 10 －６　配偶者と母が

　いる者の死亡（旧民法の遺

　産相続）

事例 10 －７　母がいる戸主

　の死亡（旧民法の家督相続）

事例 10 －８　姉と母がいる

　戸主の死亡（旧民法の家督

　相続）

事例 10 －９　母と他家に父

　がいる戸主の死亡（旧民法

　の家督相続）

事例 10 － 10　祖父母がいる

　戸主の死亡（旧民法の家督

　相続）

事例 10 － 11　姉と祖父母が

　いる戸主の死亡（旧民法の

　家督相続）

事例 10 － 12　配偶者と父が

　いる戸主の死亡（旧々民法

　の家督相続）

事例 10 － 13　戸主である父

　と母がいる者の死亡（旧民

　法の遺産相続）

第 12 回

117 号

兄弟姉妹、配偶者

による相続の戦後

の事例

①�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける第３順位の相続

人の原則

②�　現行民法・昭和 55 年

民法における第３順位

の相続人の相続分

③�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法における半血の

兄弟姉妹の相続分

④�　昭和 37 年民法・新民

法における第３順位の

相続分

⑤�　応急措置法における

第３順位の相続人の相

事例 11 －１　全血の兄弟姉

　妹がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例 11 －２　配偶者と全血

　の兄弟姉妹がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法）

事例 11 －３　全血・半血

　の兄弟姉妹がいる者の死亡　

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法）

事例 11 －４　配偶者と全血・

　半血の兄弟姉妹がいる者の

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法）

事例 11 －５　全血・半血の

　兄弟姉妹がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法）

事例 11 －６　配偶者と全血・

　半血の兄弟姉妹がいる者の

遺留分の減殺⑤
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第 12 回

117 号

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法）

事例 11 －７　全血の兄弟姉

　妹がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例 11 －８　配偶者と全血

　の兄弟姉妹がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法）

事例 11 －９　全血・半血の

　兄弟姉妹がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法）

事例11－10　配偶者と全血・

　半血の兄弟姉妹がいる者の

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法）

事例 11 － 11　半血の兄弟姉

　妹がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例�11 － 12　配偶者と半血

　の兄弟姉妹がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法）

事例 11 － 13　半血の兄弟姉

　妹がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例 11 － 14　配偶者と半血

　の兄弟姉妹がいる者の死

　亡（現行民法・昭和 55 年

　民法）

事例 11 － 15　配偶者と兄弟

　姉妹がいる者の死亡（昭和

　37 年民法・新民法）

事例11－16　配偶者と全血・

　半血の兄弟姉妹がいる者の

　死亡（応急措置法）

第 13 回

118 号

兄弟姉妹・甥姪に

関する相続の戦前

の事例

①�　旧民法における兄弟

姉妹・甥姪の家督相続

順位

②�　旧民法における第３

順位の家督相続人 ( 第

一種選定家督相続人

③　親族会

事例 12 －１　兄弟姉妹・甥

　姪がいる戸主の死亡（旧民

　法の家督相続）

事例 12 －２　兄弟姉妹がい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例 12 －３　兄弟姉妹・甥

遺留分の減殺⑥
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第 13 回

118 号

④�　旧民法における兄弟

姉妹の遺産相続順位

⑤�　旧々民法における兄

弟姉妹・甥姪の家督相

続順位

⑥�　旧々民法における第

３順位の家督相続人（血

族選定家督相続人）

⑦�　旧々民法における兄

弟姉妹の遺産相続順位

　姪がいる戸主の死亡（旧々

　民法の家督相続）

事例 12 －４　兄弟姉妹がい

　る戸主の死亡（旧々民法の

　遺産相続）

第 14 回

119 号

戦後の相続人不存

在、戦前の最終順

位の相続の事例

①�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おいて第３順位の相続

人もいない場合

②�　旧民法における第５

順位の家督相続人（第

二種選定家督相続人）

③�　旧民法における第４

順位の遺産相続人（戸

主の遺産相続権）

④�　旧々民法における第

６順位の家督相続人（そ

の他の選定家督相続人）

⑤�　旧々民法における第

３順位の遺産相続人（戸

主の遺産相続権）

事例 13 －１　配偶者、子、

　直系尊属、兄弟姉妹がいな

　い者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例 13 －２　配偶者、子、

　直系尊属、異籍の妹以外の

　兄弟姉妹がいない者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例 13 －３　同じ家の子、

　配偶者、兄弟姉妹甥姪、直

　系尊属がいない戸主の死亡

　（旧民法の家督相続）

事例 13 －４　単身戸主の死

　亡（旧民法の家督相続）

事例 13 －５　配偶者、直系

　尊属がいない者の死亡（旧

　民法の遺産相続）

事例 13 －６　子、兄弟姉妹

　甥姪、直系尊属、配偶者が

　いない戸主の死亡（旧々民

　法の家督相続）

事例 13 －７　子、配偶者が

　いない戸主の死亡（旧々民

　法の家督相続）

法定相続分の変遷と

相続人資格の重複・

相続分の併有①

第 15 回

120 号

代襲相続に関する

戦後の事例

①�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける子の代襲相続

②�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける子の代襲相続人

の相続分

事例 14 －１　亡子の子がい

　る者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例 14 －２　子と亡子の子

　がいる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法・昭和 37 年

　民法・新民法・応急措置法）

事例 14 －３　亡子の子がい

法定相続分の変遷と

相続人資格の重複・

相続分の併有②
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第 15 回

120 号

③�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける子の再代襲相続

④�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける配偶者の代襲相

続の成否

⑤�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法・応急措置法に

おける直系尊属の代襲

相続の成否

⑥�　現行民法・昭和 55 年

民法・昭和 37 年民法・

新民法における兄弟姉

妹の代襲相続

⑦�　応急措置法における

兄弟姉妹の代襲相続の

成否

⑧�　現行民法・昭和 55 年

民法における兄弟姉妹

の再代襲相続の成否

⑨�　昭和 37 年民法・新民

法における兄弟姉妹の

再代襲相続

　る者の死亡（現行民法・昭

　和 55 年民法・昭和 37 年民

　法・新民法・応急措置法）

事例 14 －４　亡子の亡子の

　子がいる者の死亡（現行民

　法・昭和 55 年民法・昭和

　37 年民法・新民法・応急

　措置法）

事例 14 －５　子と亡子の嫡

　出子、非嫡出子がいる者の

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法後期）

事例 14 －６　子と亡子の嫡

　出子、非嫡出子がいる者の

　死亡（昭和 55 年民法前期・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例 14 －７　子と亡妻の前

　夫との子がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例 14 －８　子と亡母の前

　夫との子がいる者の死亡

　（現行民法・昭和 55 年民法・

　昭和 37 年民法・新民法・

　応急措置法）

事例 14 －９　亡妹の子と弟

　がいる者の死亡（現行民法

　・昭和 55 年民法・昭和 37

　年民法・新民法）

事例 14 － 10　亡妹の子と弟

　がいる者の死亡（応急措置

　法）

事例 14 － 11　弟、亡妹の子

　と、その亡妹の亡子の子が

　いる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法）

事例 14 － 12　弟、亡妹の子

　と、その亡妹の亡子の子が

　いる者の死亡（昭和 37 年

　民法・新民法）

第 16 回

121 号

代襲相続に関する

戦前の事例

①�　旧民法の遺産相続に

おける直系卑属の代襲

相続

②�　旧民法の家督相続に

おける直系卑属の代襲

事例 15 －１　亡子の子がい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例 15 －２　亡子の子がい

　る戸主の死亡（旧民法の家

法定相続分の修正　

①（指定相続分）
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第 16 回

121 号

　相続

③�　旧民法の遺産相続に

おける直系卑属の再代

襲相続

④�　旧民法の家督相続に

おける直系卑属の再代

襲相続

⑤�　推定法定家督相続人

⑥�　旧民法の遺産相続に

おける第２順位以下の

代襲相続の成否

⑥�　旧民法の家督相続に

おける第２順位以下の

代襲相続の成否

⑦�　旧々民法の家督相続

における直系卑属の代

襲相続

⑧�　旧々民法の遺産相続

における直系卑属の代

襲相続

　督相続）

事例 15 －３　子と亡子の子

　がいる者の死亡（旧民法の

　遺産相続）

事例 15 －４　亡子の子がい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例 15 －５　亡子の子がい

　る者の死亡（旧民法の遺産

　相続）

事例 15 －６　二男と亡長男

　の長女がいる戸主の死亡

　（旧民法の家督相続）

事例 15 －７　二男と亡長男

　の長女、長男がいる戸主の

　死亡（旧民法の家督相続）

事例 15 －８　亡母の同籍の

　子と異籍の子がいる戸主の

　死亡（旧民法の家督相続）

事例 15 －９　亡子の亡子の

　子がいる者の死亡（旧民法

　の遺産相続）

事例 15 － 10　亡子の亡子の

　子がいる戸主の死亡（旧民

　法の家督相続）

事例 15 － 11　三男と亡二男

　の子がいる戸主の死亡（旧

　民法の家督相続）

事例 15 － 12　三男と亡二男

　の子がいる戸主の死亡（旧

　民法の家督相続）

事例 15 － 13　亡妻の前夫と

　の子がいる者の死亡（旧民

　法の遺産相続）

事例 15 － 14　亡子の子がい

　る戸主の死亡（旧々民法の

　家督相続）

事例 15 － 15　亡子の子がい

　る者の死亡（旧々民法の遺

　産相続）

第 17 回

122 号

胎児の相続権に関

する事例

①�　現行民法・昭和 55

年民法・昭和37年民法・

新民法・応急措置法に

おける胎児の相続権

②�　旧民法における胎児

の家督相続権

③�　旧民法における胎児

事例 16 －１　自己の死亡後

　に生まれた子がいる者の死

　亡（現行民法・昭和 55 年

　民法・昭和 37 年民法・新

　民法・応急措置法）

事例 16 －２　長女と自己の

　死亡後に生まれた長男がい

胎児と相続登記
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第 17 回

122 号

　の遺産相続権

④�　旧々民法における胎

児の家督相続権

⑤�　旧々民法における胎

児の遺産相続権

⑥�　現行民法・昭和 55

年民法・昭和37年民法・

新民法・応急措置法に

おける胎児の代襲相続

権

⑦�　旧民法（最後期）の

家督相続における胎児

の代襲相続権

⑧�　旧民法（最後期）の

遺産相続における胎児

の代襲相続権

⑨�　旧民法（最後期を除

く期間）の家督相続に

おける胎児の代襲相続

権

⑩�　旧民法（最後期を除

く期間）の遺産相続に

おける胎児の代襲相続

権

　る戸主の死亡（旧民法の家

　督相続）

事例 16 －３　自己の死亡後

　に生まれた子がいる者の死

　亡（旧民法の遺産相続）

事例 16 －４　長女と自己の

　死亡後に生まれた長男がい

　る戸主の死亡（旧々民法の

　家督相続）

事例 16 －５　長女と自己の

　死亡後に生まれた長男がい

　る者の死亡（旧々民法の遺

　産相続）

事例 16 －６　亡子の死亡後

　に生まれた当該亡子の子が

　いる者の死亡（現行民法・

　昭和 55 年民法・昭和 37 年

　民法・新民法・応急措置法）

事例 16 －７　亡子の死亡後

　かつ自己の死亡後に生まれ

　た当該亡子の子がいる者の

　死亡（現行民法・昭和 55

　年民法・昭和 37 年民法・

　新民法・応急措置法）

事例 16 －８　亡子の死亡後

　に生まれた当該亡子の子が

　いる戸主の死亡（旧民法（最

　後期）の家督相続）

事例 16 －９　亡子の死亡後

　かつ自己の死亡後に生まれ

　た当該亡子の子がいる戸主

　の死亡（旧民法（最後期）

　の家督相続）

事例 16 － 10　亡子の死亡後

　に生まれた当該亡子の子が

　いる者の死亡（旧民法（最

　後期）の遺産相続）

事例 16 － 11　亡子の死亡後

　かつ自己の死亡後に生まれ

　た当該亡子の子がいる者の

　死亡（旧民法（最後期）の

　遺産相続）

事例 16 － 12　亡子の死亡後

　に生まれた当該亡子の子が
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第 17 回

122 号

　いる戸主の死亡（旧民法（最

　後期を除く期間）の家督相

　続）

事例 16 － 13　亡子の死亡後

　かつ自己の死亡後に生まれ

　た当該亡子の子がいる戸主

　の死亡（旧民法（最後期を

　除く期間）の家督相続）

事例 16 － 14　亡子の死亡後

　に生まれた当該亡子の子が

　いる者の死亡（旧民法（最

　後期を除く期間）の遺産相　

　続）

事例 16 － 15　亡子の死亡後

　かつ自己（被相続人）の死

　亡後に生まれた当該亡子の

　子がいる者の死亡（旧民法

　（最後期を除く期間）の遺

　産相続）


