







第 1章　総説（相続法）

　相続はどのようなルールで行われるのですか？ 2
相続のルール――相続法

〈図表〉相続によって引き継がれる「財産」

遺言が優先

言葉の整理　相続の基本用語

〈図表〉相続の流れ

　相続手続には期限がありますか？ 5
相続放棄は 3 カ月、相続税の申告・納税は10カ月

〈図表〉死亡後に必要な手続と期限

　相続法の改正の概要とその背景は何ですか？ 7
相続法改正の概要

相続法改正の背景――少子高齢化

コラム 　日本人の平均寿命

　2018年改正相続法が適用されるのはいつからです

か？ 10
原則、2019年 7 月から適用

第 2章　法定相続（法定相続人と法定相続分）

　誰が相続人ですか？ 14
法定相続――実際はこちらが原則 !?

第 1章　総説（相続法）

Q 1
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Q 3

コラム 　日本人の平均寿命
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第 2章　法定相続（法定相続人と法定相続分）
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言葉の整理　法定相続

配偶者が相続人になる場合

子が相続人になる場合

　子が親より先に亡くなっている場合、孫は相続人

ですか？ 17
代襲相続とは

　どのような場合に父母や兄弟姉妹が相続人になり

ますか？ 20
父母らが相続人になる場合

〈図表〉相続の順位

兄弟姉妹が相続人になる場合

相続人がいない場合――遺産は国へ

　内縁の妻も相続できますか？ 22
内縁（事実婚）とは

内縁の妻の相続権

特別縁故者に対する相続財産分与

　配偶者と子または兄弟姉妹の法定相続分は？ 25
各相続人の「取り分」＝法定相続分

〈図表〉配偶者と子、直系尊属、兄弟姉妹との法定相続分

コラム 　非嫡出子の法定相続分差別

　代襲相続人の法定相続分は？ 29
代襲相続人の相続分
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コラム 　非嫡出子の法定相続分差別
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第 3章　相続の効果

　保証債務は相続しますか？ 32
保証債務は相続されるか？

言葉の整理　根保証契約、身元保証

契約上の地位は相続されるか？

　相続されない権利義務には何がありますか？ 35
一身専属の権利義務とは

　死亡退職金は誰が受け取るのですか？ 37
退職金、生命保険金は相続されるか？

香典、仏壇、墓、遺骨は相続されるか？

第 4章　特別受益

　子のうち 1人だけが親から生前贈与を受けていた

場合の相続分は？ 40
特別受益とは

持ち戻しの免除とは

特別受益としてカウントされる範囲

　夫が自分名義の自宅を妻に贈与した場合の相続分

は？ 43
結婚期間が20年を超える夫婦間の贈与（2018年改正のポイン

ト）

コラム 　「推定」と「みなす」の違い

第 3章　相続の効果
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第 5章　寄与分、特別の寄与

　子のうち 1人だけが家業に貢献した場合の相続分

は？ 48
寄与分とは

寄与分が与えられる者

寄与分はどのように決定するか

　寄与分がある場合、どのように遺産を分割したら

よいですか？ 51
寄与分を踏まえた相続分の計算式

　介護してくれた長男の妻に報いるためにはどうし

たらよいですか？ 53
寄与分が認められない者

遺言で遺贈する必要がある

　義父の介護を続けた長男の妻は相続で何も主張で

きないのですか？ 55
特別の寄与（2018年改正のポイント）

特別の寄与が認められる場合

　特別寄与料について、各相続人はどのような割合

で分担するのですか？ 59
「特別の寄与」があったとしても、遺産分割の当事者にはなら

ない

特別寄与料の決定――相続人間で折り合いがつかない場合は

家庭裁判所へ申立て

第 5章　寄与分、特別の寄与
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特別寄与料の負担割合

第 6章　遺産分割

　遺産分割とは何ですか？　どのようなことができ

るのですか？ 64
遺産分割とは

遺産分割の流れ

〈図表〉相続の流れ

遺産分割の方法

遺産分割協議が成立したとき

〔書式例〕遺産分割協議書

遺産分割協議の後で遺産や借金が見つかった場合

債務に関する遺産分割協議の効力

言葉の整理　遺産分割の方法

　「相続させる」と書かれた遺言は遺産分割でどの

ような効力がありますか？ 72
「相続させる」の意味をめぐる最高裁判決

　遺産分割協議がまとまらない場合、どうしたらよ

いですか？ 74
審判分割、遺産分割調停とは

　相続人の 1人が認知症の場合、遺産分割をどのよ

うに行うのですか？ 76
成年後見人とは

第 6章　遺産分割
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　亡くなったら、遺産分割協議を経るまでは預金を

引き出せないですか？ 78
遺産分割前の預貯金払戻し（2018年改正のポイント）

第 7章　相続放棄

　多額の借金でも相続するしかありませんか？ 82
相続放棄とは

〔書式例〕相続放棄申述書

相続放棄が可能な期間

世間でよくいわれる「相続放棄」とは

限定承認とは

単純承認とは

言葉の整理　相続人になった場合の選択肢

　死亡の 3カ月後に多額の借金を知った場合、相続

放棄できないですか？ 89
相続放棄期間の起算点

　先順位の相続人が相続放棄したら、後順位の相続

人はどうなりますか？ 91
第 2 順位、第 3 順位の法定相続人の相続放棄

〈図表〉相続の順位

　相続放棄した場合、生命保険金や退職金も受け取

れないのですか？ 93
生命保険金は受け取れる

死亡退職金は受け取れる

Q25

第 7章　相続放棄
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　生前に相続放棄できますか？ 95
生前の相続放棄の可否

　相続人のうち 1人だけに相続させることはできな

いのですか？ 97
生前にもできる遺留分の放棄

第 8章　遺　言

　遺言の方法にはルールがあるのですか？ 100
遺言作成には厳格なルールが定められている

　遺言はどのような場合に有用ですか？ 102
遺言が役に立つケース

　自分で作成する遺言はどう作ればよいですか？ 105
遺言の種類

自筆証書遺言は簡単に作成できる？

財産目録は自筆不要（2018年改正のポイント）

〔書式例〕不動産目録

　自筆証書遺言はおすすめの方法ですか？ 109
自筆証書遺言のデメリット

〈図表〉公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

コラム 　かばん屋の相続

　公正証書遺言どう作ればよいですか？ 113
公正証書遺言の作り方とメリット

公正証書遺言作成の費用
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第 8章　遺　言
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　遺言できる事項は何ですか？ 115
遺言に書くと法律上の効果が発生する事項――遺言事項

第 1 グループ──相続の法定原則の変更

第 2 グループ──相続以外の財産処分

第 3 グループ──身分行為

第 4 グループ──遺言執行（⑫遺言執行者の指定（民法1006

条 1 項））

第 5 グループ──祭祀の承継（⑬祭祀の主宰者の指定（民法

897条 1 項ただし書））

　遺言が必ず実現されるための方法はありません

か？――遺言執行者 121
遺言執行者とは

遺言執行者の権限

　遺言を撤回し、作り直すことはできるのですか？ 123
遺言は撤回することができる

　遺言を発見した場合、どうすればよいですか？ 125
検認、遺言執行者への連絡

一切相続できなくなる場合――欠格事由

第 9章　配偶者居住権

　妻は夫の死後も住み慣れた家で暮らし続けること

ができますか？ 128
もし法定相続分どおりなら？

配偶者居住権の創設（2018年改正のポイント）
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　妻が夫の死後も住み慣れた家で暮らすには何をす

る必要がありますか？ 131
配偶者居住権が認められるためには

　物件の買主に対しても配偶者居住権を主張するこ

とはできますか？ 133
配偶者居住権は登記しないと買主に主張できない

第10章　遺留分

　全財産を 1人に相続させる遺言があるとき相続人

らは何もできないですか？ 136
遺留分とは

How much 遺留分？

〈図表〉遺留分の割合

　遺留分を請求された場合、どのような対応をすれ

ばよいですか？ 139
遺留分減殺請求（従前の制度）

遺留分侵害額請求権（2018年改正のポイント）

時効―― 2 つの時効に注意

　遺留分をすぐには支払えない場合、どうすればよ

いですか？ 143
期限の付与（2018年改正のポイント）

著者紹介 144

Q42
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