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日本登記法学会 第４回研究大会

 
日 時： 令和元年１１月３０日（土）午前１０時から午後５時３０分まで 
場 所： 日司連ホール 
共 催： 日本登記法学会 

日本司法書士会連合会 
日本土地家屋調査士会連合会 

後 援： 法務省 
 

プログラム

９：３０ 開場・受付 
１０：００ 開会・挨拶 
１０：１５ テーマ：「会社法改正と商業登記」

研究報告①：鈴木龍介（司法書士）

研究報告②：伊藤雄司（上智大学法学部教授） 
質 疑 応 答：伊藤雄司・鈴木龍介 

１２：０５ 通常総会

１２：２５ 休憩 
１３：３０ 挨拶 
１３：４０ テーマ：「民事法改正と不動産登記」 

研究報告①：七戸克彦（九州大学大学院法学研究院教授） 
研究報告②：伊藤直樹（土地家屋調査士） 
研究報告③：山内鉄夫（司法書士） 
質 疑 応 答：コーディネーター 田高寛貴（慶應義塾大学法学部教授）

１７：１５ 閉会挨拶

日本登記法学会顧問 北村雅史（京都大学大学院法学研究科教授） 
１７：３０ 閉会・終了（事務連絡） 
 
１８：００ 懇親会（会場：グランドヒル市ヶ谷） 

※敬称略  





 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

研究報告①：鈴木 龍介 氏（司法書士）

研究報告②：伊藤 雄司 氏（上智大学法学部教授）

「会社法改正と商業登記」





～代表取締役の住所登記を素材として～ 
 

司法書士 鈴 木 龍 介 

日本登記法学会 第４回 研究大会 
２０１９年１１月３０日 

０ 会社法改正の動向 
１．現在の進捗等 
 

２．改正法の概要 
 

３．登記に関する見直し 
 （１） 支店所在地での登記の廃止 

 

 （２） 新株予約権登記の内容 ・・・ 伊藤報告 

 

 （３） 株主総会資料の電子提供の定款の定め 

 

     ◎ 代表取締役の住所登記  
1 
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Ⅰ はじめに 

１．本報告の趣旨 
 

２．商業登記の目的 

  ・・・ 商業登記法１条  

          会社等の信用維持＋商取引の安全と円滑 

          → 登記事項の公示 

 

３．登記事項 

  ・・・ 必要に応じて法律により規定 

    ・・・ 株式会社の場合は絶対的登記事項 
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Ⅱ 検討 ―代表取締役の住所登記 

１．これまでの変遷等 
 

◆明治32年商法制定時 ・・・ 取締役の氏名・住所が登記事項 

 

◆昭和37年商法 ・ ・ ・ 代表取締役の氏名・住所が登記事項 

                                         （取締役は氏名のみが登記事項） 

 

 ◆その後の議論   
  「会社法制の現代化に関する要綱試案」 

  第四部、第四、６．取締役に係る登記、（３）代表取締役等の住所 
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◆現行法（911条3項14号） 

  ・・・ 代表取締役の氏名・住所 

 

    ★ 現行の実務上の問題 
     ① 住所移転をした場合  cf.重任登記 

 

             ② 照合する情報との不一致  ex.部屋番号   
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２．今回の議論の概要 

  ・・・ プライバシーの保護とその役割の調整 

 

  ～代表取締役の住所登記公示の役割～ 

 

    ① 代表取締役を特定するための重要な情報 

 

    ② 裁判管轄の送達場所の決定要素 

 

      ただし、濫用の実態（目的外の利用） 
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３．他の会社・法人制度との比較 

 （１）特例有限会社 

      ・・・ 取締役の氏名・住所が登記事項 

       （代表取締役は氏名のみが登記事項） 

 

 （２）持分会社 

   ・・・ 代表社員の氏名・住所が登記事項 

       （業務執行社員は氏名のみが登記事項） 

         cf.法人社員の職務執行者 

          ・・・ 氏名・住所が登記事項 
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（３）一般社団法人 
    ・・・ 代表理事の氏名・住所が登記事項 
          （株式会社と同様） 
 
（４）組合等登記令適用法人 
    ・・・ 代表者の氏名・住所が登記事項 
          （その他の役員は登記事項非該当） 
 
 ⇒ 我が国の登記されるすべての会社・法人の代表者の 
   住所は登記事項 
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４．諸外国の制度との比較 
 

（１）アメリカ（デラウェア州） 

 

（２）イギリス 

 

（３）ドイツ 

 

（４）フランス 

 

（５）中国 

 

（６）ケイマン・BVI 
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Ⅲ 検討 ―登記情報の公開 

１．これまでの変遷 

 

◆明治32年商法・非訟事件手続法制定時 

   ・・・ 登記簿の閲覧・謄抄本の交付請求 

           ＋ 

         登記公告（官報＆日刊紙） 

 

◆第二次世界大戦期間中 

   ・・・ 日刊紙による登記公告の廃止 

           ＋ 

        官報による登記公告の停止 
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◆第二次世界大戦後 
 ・・・ 当分の間、登記公告の停止を継続 

 

◆登記のコンピュータ化（平成元（1989）年～） 
 ・・・ 登記簿閲覧制度の廃止 → 登記要約書制度の導入 

 
 ・・・ インターネットによる登記情報提供サービスの 
  運用開始（平成12（2000）年～） 

 

◆会社法制定・施行（平成18年（2006）年) 
  ・・・ 登記公告の完全廃止 
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２．他の登記制度との比較 
（１）不動産登記 

  ・・・ ＤＶ被害者の特則 

 

（２）動産・債権譲渡登記 

  ・・・ 二段階公開制の導入 

 

（３）成年後見登記 

  ・・・ 利害関係人等からの請求のみ 
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３．諸外国の制度との比較 
 
（１）アメリカ（デラウェア州） 

 

（２）イギリス 

 

（３）ドイツ 

 

（４）フランス 

 

（５）中国 

 

（６）ケイマン・BVI 
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Ⅳ 考察 ―２つのアプローチ 

１．問題の所在 
            ・・・ 登記制度の趣旨・役割と情報保護との調整 

 
 

２．登記事項へのアプローチ 

     A 案）現状維持 

     B 案）削除 

     C 案）一部   ex.「○○市」 

 

 ★ 当局でのみ情報を保持  

     ★ 抜本的見直し・・・（仮称）登録代理人制度の新設 
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３．公開方法へのアプローチ 
 

       A 案）現状維持 

   B 案）登記情報での非公開（法制審提案） 

   C 案）非公開 ・・・ 利害関係人等からの請求 

14 

Ⅴ 小括―商業登記制度の意義等の再考 

・・・ 高度情報化社会において、 

   そもそも誰のための、 

                    何のための制度なのか 

      ① 企業情報のプラットフォーム 

      ② 企業の実在性の証明 

      ③ 会社法等のエンフォースメント 

 

・・・ 情報としての商業登記制度の課題 

      ① ラインナップ（登記事項）の妥当性 

      ② 真実性の担保 

                      ③ 鮮度の向上 

15 
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日本登記法学会 第４回研究大会「会社法改正と商業登記」 

会社情報の開示のあり方と商業登記 

〜新株予約権に関する登記事項についての会社法改正を素材として 

伊藤雄司（上智大学） 

 
I. はじめに 
本年 10月 18日に国会に提出された「会社法の一部を改正する法律案」は、法制審議会

「会社法制(企業統治等関係)」部会の決定にかかる「会社法制(企業統治等関係)の見直しに
関する要綱案」(平成 31年 2月 14日法制審議会 183回会議において承認)を受けたもので
ある。同法律案は、企業統治に関する各種の重要な制度改革を含むものであるが1、要綱案

第 3部その他 4においては、会社の登記に関する見直しとして、 

(1)新株予約権に関する登記 
新株予約権に関する登記事項についての規律を改め、募集新株予約権について第 238条

1項 3号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権の払込金額(同号に掲げる事項とし
て募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募

集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)を登記しなければならな
いものとする。 

とされた。現行会社法の条文からの変更も、結果としてわずかであり、今般の会社法改正

における制度変更の中では地味なものに属するが、要綱案に至るまでの部会での議論等を

踏まえると、今後の株式会社に関わる商業登記のありかたについて示唆的な要素を含むも

のと思われる。本報告では、主として部会における議論を確認し、その上で、今般の改正

が商業登記のあり方に対して投げかける問題について検討することとしたい。 
 
II. 要綱案に至るまでの経緯 
(1)はじめに 
まず最初に、今般の改正案の意味について少し丁寧に確認しておくこととしたい。現行

会社法 911条 3項は株式会社の設立登記にかかる各種の登記事項について定めているが、
同 12号は、新株予約権を発行したときは、次の(イ)～(ニ)に掲げる事項を登記すべきもの

 
1 「株主総会に関する規律の見直し」として、総会資料の電子提供制度の導入や株主提案
権に対する若干の制約、「取締役等に関する規律の見直し」として、取締役等への適切なイ

ンセンティブの付与にかかる改革、社外取締役に関わる改革が提案されている。 
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とする。 
(イ)新株予約権の数 
(ロ)第 236 条 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項 
(ハ)新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件 
(ニ)第 236 条 1 項 7 号並びに第 238 条第 2 号及び第 3 号に掲げる事項 
これらのうち、（ロ）、（ハ）、及び、（ニ）の前半部分は、新株予約権の内容を構成する

ものであり、具体的には、当該新株予約権の目的である株式の数、当該新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額またはその算定方法、当該新株予約権を行使することがで

きる期間、新株予約権の権利行使条件、取得条項付新株予約権の取得条項に関する事項、

からなる。新株予約権の目的である株式の数は、（イ）と併せて、当該新株予約権が行使さ

れた場合に増加する発行済株式総数の上限を示すものであり、新株予約権に関して登記を

させる基本的な意義はここにあるものと考えられる2。新株予約権の目的である株式の数以

外の新株予約権の内容について、登記させる意味については、従来必ずしも明らかにされ

て来なかった嫌いがあるが、新株予約権を「取得しようとする者(あるいは現に取得してい

る者)を念頭に置いた情報の提供であるとの見解が示されている3。 
(ニ)の後段は、新株予約権自体の払込金額（発行価額。以下、単に払込金額とするとき

は、新株予約権発行に際しての払込金額を指すものとする）である。特に上場会社におい

て、新株予約権発行に係る取締役会決議の日と新株予約権の発行の日(新株予約権の割当日

〔会社法 238 条 1 項 4 号、245 条 1 項 1 号参照〕)が異なる場合に、割当日における新株

予約権の公正価格を算定するための、一定の算式を取締役会決議で定めることがあるが、

このような場合には、当該算定方法が登記により公示されるべきであるとするのが現行法

の立場である。これに対して、要綱案は、算式によって払込金額を定めた場合であっても、

登記申請時までに払込金額が確定している場合には、当該金額を登記すべきものとしてお

り、これによれば、事実上、算定方法を登記すべきこととなる場合はほとんど考えられな

 
2 平成 13 年 11 月商法改正前においては、会社が新株予約権を発行できるのが、転換社債・

新株引受権付社債の形で社債に付して発行する場合か、ストックオプションとして取締

役・使用人に対して付与する場合に限られていたところ、同商法改正において、このよう

な制限なしに取締役会決議により新株予約権を発行することが認められた(江頭憲治郎編

『会社法コンメンタール 6 新株予約権』7 頁[江頭憲治郎](商事法務、2009)。同改正にお

いて、新株予約権を発行したときは、「新株予約権の数、新株予約権の目的」である株式の

種類および数、新株予約権の発行価額などを登記しなければならないものとされたが(平成

13 年 11 月改正商法 280 条の 32 第 1 項、2 項)、これは、次のように説明された。「商法は、

すでに発行された株式数(商法 188 条 2 項 5 号)だけでなく、将来発行される可能性のある

株式に関する情報をも登記により開示すべきこととしており…、新株予約権について登記

を要求したのも、同様の趣旨によるものである」(原田晃治「平成 13 年改正商法(11 月改

正)の解説〔Ⅲ〕―株式制度の改善・会社関係書類の電子化等―」商事 1638 号 33 頁(2002)。 
3 森本滋=山本克己編『会社法コンメンタール 20 雑則[2]』266 頁[松井秀征](商事法務)、
2016)。 
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くなるのではないかと思われる4。 
(2)法制審議会における議論 
(i)第 8 回会議 
第 8 回会議において、配布された部会資料 13(「商業登記の見直しに関する論点の検討」)

においては次のように記述されている。 

新株予約権を発行した株式会社は、新株予約権の登記をする必要があり、その登記事項

は、①新株予約権の数、②新株予約権の内容のうち一定の事項(新株予約権の目的である株

式数、行使期間等)及び行使条件、③払込金額又はその算定方法(いわゆる発行価額)等とさ

れている(会社法第 911 条第 3 項第 12 号)。新株予約権の登記については、実務上、払込金

額の算定方法につきブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式の登記

を要するなど、全般的に煩雑で申請人の負担となっており、また、登記事項を一般的な公

示に相応しいものに限るべきである等の指摘がある。 
この点について、上記①及び②は、将来どのような場合に新株予約権が行使されてどの

程度の株式が発行されるかを広く公示するとともに、新株予約権の譲受人にとっても権利

の具体的内容を明らかにしておく意義を有するのに対し、上記③の登記(会社法第 238 条第

1 項第 2 号及び第 3 号に係る登記)については、特に払込金額の算定方法について抽象的な

数式の登記がされているにすぎない場合にはその意義に乏しいと見る立場から、これを廃

止すべきであるとの考え方もあり得る。 

ここでは、いくつかの視点が混在していたようにみえる。すなわち、(a)「抽象的な数式」

を登記することが申請人の負担になっていること、(b)「抽象的な数式」を公示することは

その意義が乏しいこと、(c)「抽象的な数式」によるかどうかにかかわらず、発行価額の公

示には意義が乏しいこと、である。このうち、(a)は、なぜそうなのかはっきりとしない部

分がある。(b)も、一般の閲覧者はともかくとして、当該事項につき利害関係を有する者が

閲覧する限り、「抽象的な数式」であること自体によって、その開示が意義が乏しいことに

 
4 新株予約権の払込金額を算式等を用いる形で取締役会において決議するのは、新株予約

権の発行時点における経済的価値を反映した公正な価額を払込金額とするためである。ス

トックオプションとして新株予約権を発行する場合には、実務上、新株予約権を無償で発

行する(会社法 238 条 1 項 2 号参照)か、割当日と払込期日を一致させた上で、ストックオ

プションの付与を受ける役員・従業員の金銭報酬債権を払込金額と相殺する方法が取られ

るから、割当日において発行価額の具体的金額が確定していることになる。転換社債型新

株予約権付社債が発行される場合には、実務上、無償でなされることが多い(江頭編・前掲

49 頁〔本健一〕)。第三者割当の方法により新株予約権が発行される場合において、割

当日より払込期日が後の時点になることは考えられるが、両者が相当程度離れ(法制上は、

新株予約権の発行決議において払込期日を定めないことも許され〔会社法 238 条 1 項 5 号

参照〕、その場合には、権利行使期間の初日の前日が払込期日となる〔会社法 245 条 1 項〕)、
登記申請時点において払込期日が未到来で発行価額が具体的に定まらないようなことは実

際上は考え難いものと思われる。 

11



 4

なるかは、やはり、疑問な部分がある5。このような認識からか、部会での議論もおおよそ、

(c)の論点をめぐってなされた。 
委員から出た議論としては、大要、次のようなものがあった。 
①払込金額の算定方法を登記することに意義が乏しいのであれば、分かりやすい登記の

仕方を検討することも考えられる。 
②公開会社においては、株主に対する通知・公告がなされるが、電子公告でなされた場

合には、法定期間経過後にはアクセスできないものとなる。新株予約権の有効性を争う手

段として提訴期間の定めのないもの(新株予約権不存在確認の訴え)があるので、払込金額

を開示することに全く意味がないとはいえない)。 
③新株予約権の払込金額は当然に資本になるものではないので、新株予約権発行の段階

で開示させることの意味は、資本金の開示に意味があるとしても、自明ではない。 
④登記をすることで、実際上、株主などの利害関係者が比較的簡単にみることができる

というメリットがある。 
⑤払込金額を開示の対象から外すことにより、登記をみれば、ある一定の事項について

完結した情報が得られるという体系が損なわれる可能性がある。 
(ii)第 9 回会議(平成 30 年 1 月 10 日) 
第 9 回会議においては、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案のたたき

台(2)」(部会資料 15)が配布され、A 案として、発行価額に関する事項については登記を要

しないとする案、B 案として、原則として払込金額の登記を要するが、登記の申請の時ま

でに払込金額が確定していない場合には、算定方法を登記しなければならないとする案が

提示された。B 案は、前掲①のような意見を踏まえたものである。 
(iii)第 10 回会議(平成 30 年 2 月 14 日) 
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」のとりまとめがなされ、同試

案においては、上記の A 案、B 案が併記された。 
(iii)第 13 回会議(平成 30 年 6 月 20 日) 
「その他の見直しについての個別論点の検討」(部会資料 21)が配布された。そこでは、

パブリックコメントにおいては、A 案に賛成するものと B 案に賛成するものに分かれたこ

と、それぞれについての賛成理由が紹介されている。同資料においては、B 案に賛成する

ものとしては、「新株予約権の払込金額やその算定方式は、有利発行該当性や不公正発行該

当性の判断要素となるものであり、差止請求(同法[会社法]第 247 条)や取締役に対する責任

 
5 ブラック・ショールズ式を用いた払込金額の算定方法においては、多くの場合、同式に、

割当日における終値、同終値に基づいて算出される配当利回り、割当日までの一定期間に

おける終値に基づいて算出されるボラティリティを代入する方法がとられており、割当日

において払込金額が一義的に算出することが可能である。また、払込金額の開示が、仮に、

有利発行該当性に関する判断材料を株主に開示させるためであるとすれば、同式が用いら

れていること自体が開示されることに意味があるともいえる。 
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追及(同法 285 条、286 条等)の資料となる可能性もあるため、登記により公示されるべき

であるが、登記時までに払込金額が確定していれば、その払込金額を公示すれば足りる」6

ことを理由としてあげるものが多かったとされている。 
(iv)第 16 回会議(平成 30 年 8 月 29 日) 
「会社法(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案のたたき台」(部会資料 25)が配布さ

れた。部会での議論及びパブリックコメントを踏まえ、同資料においては、中間試案にお

ける B 案が採用されている。 
 
III. 新株予約権の払込金額を公示することの意義 
そもそも、新株予約権の払込金額を公示させることにどのような意味があるのか。新株

予約権の払込金額は、新株予約権が行使された場合には、資本金を構成する要素となるこ

とから7、資本金の額の公示8に準ずるものとして、これを公示する意味があるとの考え方9

や、払込金額は新株予約権者が会社に対して負担する払込債務の額を示すものであり、新

株予約権を取得しようとする者に対する情報提供として公示する意味があるとの考え方10

もあり得るところである。しかし、部会における議論では、このような視点が明示的に議

論されることはなく、主として、株主に対する情報提供として払込金額の開示をすること

に意味があること、が問題とされた。払込金額が新株予約権の引受人にとって｢特に有利な

金額｣に該当するかを株主が判断する材料として、払込金額を公示することに意味がある、

というものである。この点が実際に問題となるのは、(i)新株予約権無効の訴え(会社法 828
条 1 項 4 号)を株主が提起する局面、(ii)新株予約権不存在確認の訴え(会社法 829 条 3 号)
を株主が提起する局面、(iii)取締役と通謀して著しく不公正な払込金額で新株予約権を引

き受けた者の責任11を株主が追及する局面、(iv)有利発行によって生じた会社の損害につい

 
6 もっとも、登記により公示されるのは、新株予約権が発行された後の時点であるから、

会社法 247 条を理由としてあげるのは、おかしいともいえる。 
7 新株予約権の払込金額は、新株予約権の帳簿価格となり(会社計算規則 55 条 1 項)、新株

予約権の行使があった場合には、株式会社の資本金等増加限度額(会社計算規則 13 条 1 項)
は、基本的に、新株予約権の帳簿価額と新株予約権の行使により払込を受けた額を合算し

たものとなる(新株予約権の行使にあたり新株が発行される場合。自己株式の処分がなされ

る場合には、処分される自己株式の帳簿価額が控除される。会社計算規則 17 条 1 項)。 
8 会社法 911 条 3 項 5 号。 
9 部会での前述②の意見は、このような考え方を(逆の方向からではあるが)示唆したもの

である。 
10 森本=山本編・前掲 266 頁[松井]はこのような考え方をとっているものと解される。新

株予約権の発行日(割当日)以降の日を払込期日とすることが会社法上可能であることとの

関係で、払込義務が未履行の新株予約権が譲渡されることはあり得ないわけではないが、

おそらく稀であると思われるし、また、払込期日が公示されない限り、新株予約権の譲受

人は当該新株予約権に払込義務が付着しているか判断できないことから、譲受人にとって

払込金額が開示されることの意味は大きいとはいえないであろう。 
11新株予約権が行使された場合に問題となる(会社法 285 条 1 項)。なお、この通謀引受人
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ての取締役の責任(会社法 423 条 1 項)を株主が追及する局面、であろう。もっとも、(i)に
ついては、株主が適宜に登記をチェックすることが必ずしも期待できない状況の下で、公

開会社においては提訴期間が新株予約権発行の効力が生じた日から 6か月以内とされてい

ること12、また、そもそも、新株予約権の有利発行にかかわる瑕疵13は一般に新株予約権の

無効事由と解されていないこと14、からすると、現実には公示がさしたる意味を持つとは

考えにくい。(ii)についても、提訴期間の定めはないものの、有利発行にかかる瑕疵が新株

予約権不存在事由となることは、判例・学説の現状からしておよそ考え難いところである。

そうだとすると、現実に公示が株主にとって、意味を持ちそうなのは、(iii)(iv)の局面とい

うことになるが、一般に、新株予約権の公正な払込金額が一義的に定まるものではないこ

とからすると15、払込金額だけを開示することの持つ意味は限定的であろう16。 
 
IV. 商業登記によって公示することの意義 
このように、払込金額を公示することが株主に対する情報提供としてどれほどの意味が

あるかは疑わしいが、この点を措いたとして、他の手段ではなく商業登記によって開示す

ることにどのような意味が認められるか。公開会社においては、割当日の 2 週間前までに

募集事項を通知・公告することが義務づけられる(会社法 240 条 2 項、3 項)。これに重ね

て募集事項の一部を公示することにはどのような意味があるのだろうか。 
まず考えられるのは、商業登記情報が現在ではインターネット登記情報提供サービスを

経由して取得することが可能であるため、比較的アクセスが容易であることであろう17。

この点、会社法の定める公告方法は、(i)官報に掲載する方法、(ii)時事に関する事項を掲載

する日刊新聞紙に掲載する方法、(iii)電子公告、であるが(会社法 939 条 1 項)、(i)(ii)はそ

もそも公告がなされたこと自体、株主にとって気づくことが難しいという欠点があり、(iii)
は会社のウェブページをチェックしておれば気づくことはさほど難しくはないと考えられ

 
の責任は会社法 847 条により株主代表訴訟の対象となる。 
12 会社法 828 条 1 項 4 号。非公開会社においては 1 年以内である。 
13 公開会社において、取締役会決議によって新株予約権の発行を決議した場合や、非公開

会社において、特に有利な金額で新株予約権を発行することを必要とする理由について株

主総会での取締役の説明がなかった場合が考えられる。 
14 江頭憲治郎『株式会社法〔第 7 版〕』812 頁(有斐閣、2017)。 
15 東京地判平成30年9月 20日金判1554号 40頁は、「公募により新株予約権付社債を発

行するに際し、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行条件が決定されて

いたといえる場合には，その発行条件は、特段の事情のない限り、[会社]法 238 条 3 項 1
号にいう引受人に『特に有利な条件』には当たらないと解するのが相当である」とする。 
16 株主の視点からみて問題を孕む可能性が高いのは、権利行使価額修正条項がついた新株

予約権を第三者割当により発行するような場合であろう。各種の条件設定の下でモンテカ

ルロ・シミュレーションによって払込金額が算定されているような場合に、算出過程を伴

わない形で払込金額が開示されていても、株主としては、有利発行に該当するか判断でき

かねるのではないか。 
17 部会における前掲④の議論である。 
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るものの、公告の法定期間経過後は閲覧できなくなる可能性がある18。 
次に、商業登記における公示については、登記官によるチェックを受けることで公示内

容の正確性のが担保されることもメリットといえる。もっとも、わが国では形式的審査主

義が採用されていることとの関係で、そのことの意義はやはり限定的であろう1920。 
商業登記については、法によって一定の効力が認められている。会社法 908 条は、登記

にいわゆる積極的公示力及び消極的公示力を認めるものと一般に解されているが、このよ

うな効力が認められることは、商業登記により、新株予約権の募集事項(の一部)を公示す

ることのメリットとして考えられないではない。しかし、伝統的には、会社法 908 条 1 項

の「第三者」には登記事項である法律関係の当事者は含まれず、会社の社員は会社との関

係では当事者として扱われるものと解されており21、株主との関係において、商業登記の

公示力に意味を認めることは難しい22。 
他方において、ことが新株予約権の払込金額の開示にとどまるならば問題とするには当

たらないのかも知れないが23、それがもし株主との関係で開示することに意味があるあら

ゆる事項に及びうるのであれば24、部会でも問題とされたような申請人の事務処理上の負

担に加え、登記所の側のシステム維持に関する費用、事務費用等の問題も考慮しなければ

ならないであろう。また、もっぱら株主との関係でのみ意味を持ちうる、あるいは、第三

 
18 新株予約権の募集の公告についていえば、法文上、割当日までの公告で足りるものとさ

れる(会社法 940 条 1 項 1 号)。 
19鴻常夫『商法総則[新訂第 5 版]』233 頁(弘文堂、1999)参照。新株予約権の登記に当たっ

ては、公開会社であれば募集事項の決定にかかる取締役会決議の議事録が添付書面となる

が(商業登記法 46 条)、登記官が当該議事録から｢登記すべき事項につき無効又は取消しの

原因があるとき｣(商業登記法 24 条 10 号)に該当すると判断できることはないであろう。 
20 なお、株主に対する開示の持つ意義からは離れるが、商業登記には、登記官の審査を通

じた会社法のエンフォースメント機能があることが指摘される(小出篤｢商業登記の未来｣

商事 2182 号 29 頁(2018))。払込金額の開示に焦点を絞らずに、新株予約権を発行したこ

との開示に目を向けるならば、そのような機能があることは否定できない。ただ、昭和 25
年商法改正前の資本増加の登記のように創設的効力(昭和25年改正前商法358条1項)を認

めるのでない限り、このような機能の意義も限定的ではある。 
21 森本=山本・前掲 196 頁[行澤一人]、鴻・前掲 241 頁。近時の裁判例として、東京地判

平成 30 年 12 月 20 日金判 1560 号 50 頁。 
22 株主との関係においても、消極的公示力及び積極的公示力を認める方向での解釈論を提

示する見解もある(舩津浩司「商業登記の情報提供機能と組織行為の無効の訴え」登記情報

689 号 65 頁(2019)。新株発行につき株主の認識可能性の欠如を理由として新株無効の訴え

の提訴期間の起算点を例外的に後ろ倒しすることが登記の積極的公示力によって妨げられ

る、との文脈での議論)。仮に、このような立場に立ったとして、そもそも新株予約権の払

込金額の公示に会社法908条1項前段の適用をする場面は容易に想像できないという問題

がある。 
23 しかし、新株予約権の払込金額を商業登記によって開示することに積極的意義を認める

のであれば、新株発行の場合における払込金額はなぜ開示しなくてよいのか、という疑問

は容易に思いつくところである。 
24 そもそも、新株予約権の払込金額自体の開示にそれ程の意味が認めがたいことは前述し
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者との関係で重要性を認めがたい種々の情報が商業登記に取り込まれることは、商業登記

の存在意義を曖昧にし25、また、利害関係人が必要な情報を商業登記から発見することの

妨げとなる懸念もある。 
 
V. おわりに 
今般の改正は、新株予約権に関する登記についてみる限りは、地味な改正にとどまった

ともいえる。しかし、そこでの議論は、どれほど自覚的であったかはともかくとして、こ

れまで商業登記による公示の受益者として主として念頭に置かれていたと考えられる(潜
在的な)取引相手や債権者に加え、株主をも受益者として捉え、この観点から登記事項の範

囲を確定した、という側面を持っている。その延長線上にあるのは、会社法上、株主に対

する開示手段として用意されている通知・公告を補完し、あるいは、代替する開示手段と

して商業登記を位置づけることであろうか。商業登記による開示は、すでに、情報提供の

ためのインフラが整備されており、また、ある会社についての重要な情報を登記を通じて

網羅的に入手できることに対する期待や積極的評価が存在するのかも知れない。もっとも、

商業登記の枠組みの中でこの方向性を進めることには、課題も多いように思われる26。 

 
たとおりである。 
25 小出・前掲 30 頁は、｢公示機能は、必ずしも国がコストをかけて運営する商業登記制度

によって果たされる必要はないかもしれ｣ない、とする。そうだとすると、どのような情報

の提供が商業登記によってなされるに相応しいのかを選別する必要があるということにも

なろう。 
26 この点、例えばドイツにおいては、商業登記簿の登記事項のほか、計算書類、電子官報

になされた会社法上の公告や有価証券取引法上の開示、倒産法に基づく倒産裁判所の公告

などにつき一元的にアクセス可能なポータルが 2007 年以降運用されており(企業登録簿

[Unternehmensregister]。ドイツ商法典 8b 条以下。)、参考になるかも知れない。 
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1 序 論 

平成 30 年民法（相続関係）等の改正（平成 30 年

7 月 13 日法律第 72 号）は、その動機がすこぶる政

治的な色彩を帯びていたことから、前年の民法

（債権関係）改正（平成 29 年 6 月 2 日法律第 44 号）

とはまったく異なる意味合いにおいて、世間の注

目を集めていた1)。 
 

 (1) 平成 30 年民法（相続関係）改正の目的 
事柄の発端は、平成 25 年 9 月 4 日最高裁大法

廷の非嫡出子相続分差別違憲決定2)にある。同決定

を受けて、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の 2 分

の 1 とする民法 900 条 4 号ただし書前段を削除す

る改正3)が検討された際、自由民主党内の保守系議

員から「民法の規定する法律婚の軽視につながり、

伝統的な夫婦制度や家族制度が崩壊する」との反

対論が唱えられ4)、そのため、自民党の法務部会は、

法案国会提出の条件として、党内に「家族の絆を

守る特命委員会」を設け、また法務省内に配偶者

保護の観点から相続法制の見直しを行うワーキン

グチームを設置することを求めた5)。 
上記のうち、自民党内の特命委員会は、改正法

公布 8 日後の平成 25 年 12 月 19 日に発足し、法

務省内では、翌平成 26 年 1 月 28 日より「相続法

制検討ワーキングチーム」による検討が開始され

る6)。ワーキングチームが検討した配偶者保護のた

めの方策は、具体的には、①配偶者の居住権を法

律上保護するための措置と、②配偶者の貢献に応じ

た遺産の分割等を実現するための措置の 2 点で、

ワーキングチームの検討結果を受けて、平成 27 年

2 月 24 日法制審議会（総会）第 174 回会議では、

民法（債権関係）改正の諮問（第 88 号）に対する答

申が承認された後、民法（相続関係）改正に関する

諮問第 100 号が付議され、同年 4 月 21 日より開

催された民法（相続関係）部会は、同年 6 月 21 日

「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案」を

取りまとめたが、上記 2 つの論点に関して、中間試

案は、①配偶者の居住権を保護するための方策につ

いては、「短期居住権」と「長期居住権」の制度創

設を提案する一方（14 頁）、②配偶者の相続分の見

直しについては、甲案（被相続人の財産の婚姻後の増

加の割合に応じて生存配偶者の具体的相続分を増やす方

法）、乙案（婚姻後 20 年（あるいは 30 年）経過した場

合に生存配偶者の法定相続分を引き上げる方法）の両案

を提示していた（46 頁）。 
 

(2) 配偶者の相続分引き上げの断念と、 
持戻し免除推定規定の設置 

だが、中間試案に対するパブリックコメントの結

果は、①生存配偶者の居住権保護の方策として短期

居住権・長期居住権の制度を創設する点については

大方の賛同を得られたものの、②配偶者の相続分の

見直しについては、配偶者の相続分を現行法以上に

引き上げなければならない立法事実が明らかでない、

配偶者の貢献の程度の評価は困難である一方、婚姻

の期間によって相続分を一律に引き上げるのは合理

性を欠くとの意見が多数を占めた。 
そのため、相続分の引き上げは断念され、これに

代わる代替案として案出されたのが、遺贈や生前贈

与を促進する方向で、生存配偶者の財産を確保する

方策であった。 
被相続人から遺贈または贈与を受けた相続人につ

いては、遺産分割の際に、特別受益の持戻し計算が
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行われる結果、法定相続分を超える財産を取得する

ことはできないが（民法 903 条 1 項）、この規律は、

被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合には適

用がない（3 項）。そこで、3 項のさらなる特則と

して、婚姻期間が 20 年以上である配偶者の一方が

他方に対し、居住用不動産（居住用の建物またはその

敷地）の全部または一部を遺贈または贈与した場合

には、民法 903 条 3 項の持戻しの免除の意思表示

があったものと推定する旨の規定を設置することで、

婚姻期間が長期にわたる配偶者の相続分を結果的に

増加させるとともに、配偶者の居住権保護を図るこ

とが企図されたのである7)。 
この案は、その後、平成 29 年 7 月 18 日「中間

試案後に追加された民法（相続関係）等の改正に関

する試案（追加試案）」に盛り込まれ、翌平成 30 年

1 月 16 日の部会第 26 回会議で承認された「民法

（相続関係）等の改正に関する要綱案」は、同年 2
月 16 日法制審議会（総会）第 180 回会議の後「民

法（相続関係）等の改正に関する要綱」として法務

大臣に答申され、7 月 13 日公布の改正法において、

上記持戻し免除の推定規定は、民法 903 条に 4 項

を新設する形で結実した。 
 

(3) 配偶者の居住権を保護するための方策 
以上のように、平成 30 年改正の主たる目的で

あった（法律婚重視の思想に基づく）配偶者保護のた

めの 2 つの方策――①配偶者の居住権の保護と②配

偶者の相続分の見直し――のうち、②に関しては代

替策が設けられるにとどまったが、では、①に関し

て創設された配偶者居住権の制度は、所期の目的に

応える仕組みに仕上がったのだろうか。 
今般の改正で民法相続編「第 7 章 遺言」の次章

に挿入された「第 8 章 配偶者の居住の権利」は、

被相続人と同居していた相続人と他の相続人との間

に遺産分割を終期とする使用貸借契約の成立を推定

する最（3 小）判平成 8・12・17 民集 50 巻 10 号

2778 頁と、生存配偶者の居住保護につき「一時的

な居住権」（droit au logement temporaiare）と「終

身の居住権」（droit vuager au logement）の 2 種を

創設したフランスの 2001 年 12 月 3 日法律第 1135
号民法改正を参考に立法されたものである8)。 

だが、今回の立法では、フランス法のような、婚

姻中や離婚後の配偶者の居住保護をも含めた総合的

な検討は行われなかった。しかも、事柄を相続の局

面に限定した中にあって、今回の立法が参照した平

成 8 年判決は、相続人の中でも、被相続人の「子」

の居住に関する事案であって、被相続人の「配偶

者」の事案ではなく、そのため、当然のことながら

「配偶者」保護の観点を欠いている。 
平成 8 年判決を参照した場合の問題点は 2 個

所――①その 1 は、平成 8 年判決が「相続人

（子）」との間の無償使用契約の終期を遺産分割終

了時としている点であり、②その 2 は、平成 8 年判

決が無償使用契約の法的性質を「使用貸借」として

いる点である。 
これに対して、内縁の配偶者の居住保護に関する

わが国の判例は、①存続期間については――内縁配

偶者は相続人ではないので当然のことながら――遺

産分割を終期としていないし、また、②平成 8 年判

決のように、無償使用契約を使用貸借であると断じ

てもいない。 
その結果、今回の立法が、法律婚制度の保護・尊

重という保守派の主張を発端としていたにもかかわ

らず、平成 8 年判決を参照した新法の配偶者居住権

の制度は、内縁の配偶者保護に関する判例法理より

も配偶者保護に薄いという、誠に皮肉な逆転現象が

生ずることとなった9)。 

2 「相続人」の居住保護に関する判例法理 

まず、最高裁平成 8 年判決をはじめとする「相続

人」の居住保護に関する判例法理を確認しておこう。 
 

(1) 明渡請求 
平成 8 年判決登場の端緒となった判例は、遺産共

有建物を独占使用する相続人（子）に対する他の相

続人からの明渡請求を否定した最（1 小）判昭和

41・5・19 民集 20 巻 5 号 947 頁であった。 
本件も、平成 8 年判決と同様、占有者である相続

人が子の事案で（父 A の所有建物に、家業（桑樹匠）

の後継者と目されていた二男 Y が居住していたが、AY
間が不仲となり、A が Y との間の使用貸借契約の解除を

理由とする建物明渡請求訴訟を提起し、A の死亡により

Y 以外の相続人（A の妻 X1 と Y 以外の子 7 人 X2～X8）
が A を訴訟承継した事案。本件建物の持分は妻 X1 が 3

分の 1、子 X2～X8・Y が各 12 分の 1）、判旨は、以

下のように説示して、X らの明渡請求を排斥した。 
「思うに、共同相続に基づく共有者の一人であっ

て、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満た
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ない者（以下単に少数持分権者という）は、他の共有

者の協議を経ないで当然に共有物（本件建物）を単

独で占有する権限を有するものでないことは、原判

決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての

相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が

共有物の価格の過半数をこえるからといって（以下

このような共有持分権者を多数持分権者という）、共有

物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然に

その明渡を請求することができるものではない。け

だし、このような場合、右の少数持分権者は自己の

持分によって、共有物を使用収益する権限を有し、

これに基づいて共有物を占有するものと認められる

からである。従って、この場合、多数持分権者が少

数持分権者に対して共有物の明渡を求めることがで

きるためには、その明渡を求める理由を主張し立証

しなければならないのである。」 
なお、遺産共有の法的性質につき、判例は、最

（3 小）判昭和 30・5・31 民集 9 巻 6 号 793 頁によ

り（合有説に立たず）共有説に立つ旨を宣明してい

たから、上記遺産共有者間の明渡請求に関する昭和

41 年判決の立場は、すべての共有について妥当す

る一般原則に敷衍された10)。 
 

(2) 不当利得返還請求 
だが、共有持分権では、明渡請求は否定できても、

持分を超える部分の使用利益に対する、他の共有者

からの不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損

害賠償請求を拒絶できない。この請求を拒絶するた

めには、共有物の全部を単独使用できる何らかの占

有権原が必要となる11)。 
そして、この占有権原について説示したのが、今

般の配偶者居住権の制度創設の際に参考にされた最

（3 小）判平成 8・12・17 民集 50 巻 10 号 2778 頁

であった。事案は、父 A 所有の本件土地上の建物

に A と同居して家業（二輪車の修理販売）を営んで

いた 2 人の子 Y1・Y2 が、A の死亡後も本件土地建

物を占有していたところ、A の遺言による権利取得

者のうち Y1・Y2 以外の者 X1～X5 が、①共有物分

割請求ならびに②賃料相当額の支払請求（不当利得

返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求）を併合

提起したもので、X ら・Y らの共有持分は、A の遺

言による割合的包括遺贈と相続分の指定、その後の

相続分の譲渡の結果、X ら 5 名のうち 2 名が各 16
分の 3、3 名が各 16 分の 2、Y1 が 16 分の 2、Y2

が 16 分の 1、訴外 B が 16 分の 1 である（なお、A
の妻は Y1 に相続分を譲渡した）。 

第 1 審は、①の共有物分割請求については、A の

遺言は遺産分割方法の指定ではなく相続分の指定で

ある旨を認定したうえ、相続財産の分割は家庭裁判

所に対する遺産分割審判の申立てによるべきである

として不適法却下。一方、②の使用利益の返還請求

については、第 1 審・原審とも X らの請求を認容

したため、Y らが上告。 
判旨は、「共同相続人の一人が相続開始前から被

相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続

人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、

被相続人と右同居の相続人との間において、被相続

人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右

建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引

き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨

の合意があったものと推認されるのであって、被相

続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産

分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他

の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主と

する右建物の使用貸借契約関係が存続することにな

るものというべきである。けだし、建物が右同居の

相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の

許諾に基づくものであったことからすると、遺産分

割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与え

て相続開始前と同一の態様における無償による使用

を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常

の意思に合致するといえるからである」と説示し、

原審判決を破棄して、使用貸借の成否等について審

理を尽くさせるため原審に差し戻した。 
「子」の居住保護に関する同判決の立場を、「配

偶者」の居住保護に関する後記 3 の裁判例と比較し

た場合の特徴は、以下の諸点(a)～(d)である。 
(a) 同居要件 
同判決は、「共同相続人の一人が相続開始前から

被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相

続人と同居してきたとき」に関するものである。し

たがって、被相続人 A の生前 A 所有建物に相続人

の一人 Y が単独で居住していた場合には、同判決

の法理は働かない。 
(b) 被相続人の合理的意思の推定 
また、判旨は、特段の事情のない限り、被相続人

A の生前に同居の相続人 Y との間に、A の死亡後も

引き続き Y に建物を無償で使用させる旨の合意が
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あったものと推認され、この合意が共同相続人に承

継されて、他の相続人 X らを貸主、同居の相続人

Y を借主とする建物の使用貸借契約関係が存続する

旨を説示する。したがって、同判決の法理は、被相

続人 A が使用貸借契約を継続させない旨の意思を

表明していた場合には働かない。 
(c) 同居時の相続人の法的地位 
なお、判旨は、本件 A の生前における Y の建物

使用の法的性質を使用貸借契約としているが、同居

の相続人が子の事案における、子の法的地位（子の

占有の法的性質）に関して、判例は、①本件 Y のよ

うに独立占有者と認定する場合のほかに、②占有補

助者と認定する場合があり12)、②の場合、子は被相

続人の死亡の段階で独立占有者たる地位を取得する。

それゆえ、平成 8 年判決の法理は、②の場合につい

ては、被相続人の生前に、被相続人と同居の相続人

との間に、被相続人の死亡を始期とする使用貸借契

約された旨を推認し、この合意が共同相続人に承継

されて、被相続人の死亡時以降に、居住者たる相続

人を借主、他の共同相続人を貸主とする使用貸借契

約が成立することとなる13)。 
①独立占有者――だが、ここで問題となるのは、

判旨が、相続開始後の法律関係につき「相続開始前

と同一の態様における無償による使用」としている

点である。というのも、被相続人の生前の同居の相

続人の法的地位を①独立占有者と認定した場合には、

相続開始後の法律関係は、被相続人の生前の独立占

有者としての権利義務をそのまま承継することにな

るところ、本件のように独立占有者たる地位を使用

貸借の借主と認定した場合には――、 
㋐ 使用貸借の貸主は借主に対して目的物を使用・

収益させる義務を負わないのに対して14)、 
㋑ 使用貸借の借主は、借用物について用法遵守義

務を負い（594 条 1 項。なお、学説の多くは、借主は

同条項の用法遵守義務にとどまらず、一般的な善管注

意義務（400 条）を負っていると解している）15)、 
㋒ また、借主は、借用物の通常の必要費（通常

費）を負担する（595 条 1 項）のみならず、通常

の必要費以外の費用（＝特別の必要費（特別費）と

有益費）についても、買戻しに関する 583 条 2 項

の規定が準用される結果（595 条 2 項）、費用償

還請求はすべて（＝特別の必要費に関しても）使用

貸借契約の終了時に行われることとなる16)。 
しかし、使用貸借契約関係を被相続人と同居の相

続人の間で認定した場合には、㋐貸主である被相続

人が目的物を使用・収益させる義務を負い、㋑借主

である相続人の注意義務の程度を自己の財産に対す

るのと同一の注意義務に軽減し、㋒必要費に関して

はすべて貸主である被相続人の負担とする特約の存

在を併せて認定するのが、多くの場合には当事者の

合理的意思に合致するであろう（もちろん、親族間の

使用貸借契約にあっても、㋐㋑㋒の原則通りの法律関係

を認めるのが合理的な場合もあるが）。 
②占有補助者――判例が占有補助者を認定した事

例には、家族・親族のほか、個人・法人の使用人・

従業員17)および法人の代表者の場合があるが18)、こ

の場合には、使用者・法人との間に雇用契約・委任

契約等の役務提供契約が存在しているので、占有者

本人と占有補助者との間の内部関係は，これら役務

提供型契約の定める権利義務となる（たとえば占有

補助者の注意義務の程度は善管注意義務になり、占有補

助者は支出した費用につき直ちに償還請求を行使できる。

委任契約につき 644 条、650 条）。 
これに対して、家族が占有補助者である場合に関

しては、使用人・従業員のような契約関係が占有者

本人との間に存在していない。判例・学説は、家族

の占有補助者たる地位の法的根拠を、（当事者の合

理的意思の推定ではなく）法律の規定――ⓐ配偶者に

関しては民法 752 条の夫婦の同居・協力・扶助義

務（＝配偶者を同居させる義務・配偶者の住居を確保す

る義務）に求めている。それ以外の親族に関して、

判例・学説の立場は明らかではないが、ⓑ未成年の

子については、親権者の権利義務（民法 820 条の監

護・教育に関する権利義務あるいは 821 条の居所指定

権）に求めることになるのだろう。しかし、ⓒ直系

血族・兄弟姉妹（および 3 親等内の親族）について民

法 877 条の扶養義務に、ⓓそれ以外の親族につい

て 730 条の相互扶助義務に、占有補助者たる地位

の根拠を求めるかについては、まったくもって不明

瞭である（ⓒ・ⓓの親族に関しては、むしろ前記①使用

貸借契約の成立を認定して独立占有者たる地位を与えて

いる事案が多い）。 
一方、占有者本人と占有補助者の間の権利義務に

ついても、上記ⓐ～ⓓの条文の規定から論理必然的

に導かれてはいないが、少なくともⓐ配偶者とⓑ未

成年の子に関しては、㋐占有者本人は居住建物を使

用・収益させる義務を負い、㋑占有補助者の注意義

務の程度は自己の財産に対するのと同一の注意義務

20
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に軽減され19)、㋒占有補助者は居住建物に関する費

用を負担しないものと解される20)。 
そして、相続開始後の法律関係が、平成 8 年判決

の述べるように「相続開始前と同一の態様における

無償による使用」になるというのであれば、相続人

が①独立占有者・②占有補助者のいずれの場合に関

しても、㋐被相続人が使用・収益させる義務を負い、

㋑相続人の注意義務の程度が自己の財産に対するの

と同一の注意義務で、㋒居住建物に関する費用を被

相続人が負担していた事案においては、被相続人の

死亡後の相続人の権利義務も、これとまったく同一

になるべきだろう。 
(d) 存続期間 
以上のほか、平成 8 年判決の特徴としては、居住

者たる相続人と他の相続人との間の成立を推認され

た使用貸借契約の存続期間を「遺産分割終了まで」

としている点が挙げられる。 
そして、この点が、平成 30 年改正法の配偶者居

住権のうち 1037 条 1 項 1 号の配偶者短期居住権の

存続期間に反映されたのであるが、しかし、平成 8
年判決以降の裁判例の中には、存続期間を遺産分割

終了時までに区切らない例も存在する21)。 
この点に関しては、平成 8 年判決の事案が、ⓐ被

相続人 A の相続分を指定する遺言に基づく相続分

の取得者間の紛争であって、被相続人の合理的意思

解釈に関しても、遺言のない場合（＝法定相続分に

よる相続の場合）と異なる判断が考えられること、

ⓑ他の相続人 X らが、居住者 Y らの使用利益の返

還請求のほか、建物の分割手続を求めていたことに

留意すべきだろう。 
すなわち、平成 8 年判決の被相続人の合理的意思

の推定法理（前記(b)）は、被相続人が別段の意思を

表明している場合（被相続人が建物を居住者以外の者

に遺贈する旨の遺言をしたような場合）には覆滅され

るところ、平成 8 年判決の被相続人 A の相続分を

指定する遺言は、特段の遺言をしなかった場合と、

居住者以外の者に遺贈する旨の遺言をした場合の、

いわば中間に位置するように思われる。本件事案に

おける他の相続人の請求の本体部分が、①建物の分

割請求にあり、②使用利益の返還請求は、これを促

す（「揺さぶり」をかける）ための手段的・副次的な

請求にすぎないことから、判旨は、両者の折り合い

をつける折衷的な解決方法として、遺産分割の終了

を終期とする使用貸借契約の存在を、被相続人の合

理的意思解釈として導いたようにも考えられる。 
ともあれ、使用貸借契約の成立を、被相続人の合

理的意思解釈から導く方法を採るのであれば、存続

期間に関しても、当該事案の特殊性に対応して千差

万別になるのが筋であり、その終期を一律に遺産分

割の終了時とする固定的・画一的な理解は、被相続

人の合理的意思推定法理と相容れない。 

3 「配偶者」の居住保護に関する判例法理 

しかも、以上の判例法理は、相続人が「子」の事

案に関するものであり、「配偶者」の居住保護に固

有の観点を、まったく含んでいない。 
「配偶者」の居住保護に関する判例の特徴は、建

物を所有する配偶者の生前における、夫婦間の不和

に基づく紛争事例に関する判例法理が、建物所有配

偶者の死亡後の、配偶者と相続人との間の紛争事例

に関する判例法理に影響を与えている点である。 
 

(1) 婚姻・内縁期間中 
(a) 同居中 
「子」に関する裁判例で、同居中の親子が不仲と

なり、親が子を追い出そうとする事案は見当たらな

いのに対して（おそらく親の要求に子が一方的に屈し

ているのだろう）、「配偶者」に関する裁判例の中

には、法律婚あるいは内縁の夫婦が不仲となり、家

庭内別居状態となった建物所有配偶者が他方配偶者

に対して明渡請求をした事案が存在する。 
上述したように、同居の配偶者は建物所有配偶者

の占有補助者とされるが（前記 2(2)(c)②）、建物所

有者と占有補助者の内部関係においては、占有補助

者も独立占有者と評価されるので、占有補助者は明

渡請求（＝占有移転請求）の被告適格を有する。一

方、建物所有配偶者が現に明渡請求をしている以上、

平成 8 年判決のような無償利用に関する合理的意思

推定法理は働かないので、同居配偶者には、当事者

意思と無関係な占有権原が求められることになるが、

裁判例は、同居配偶者の占有権原を、民法 752 条

の同居・協力扶助義務に求める22)。 
(b) 別居後 
夫婦間が不仲になり、建物所有配偶者が家を出る

形で別居状態に至った場合（あるいは当初より別居状

態の場合）には、居住配偶者は建物所有配偶者の占

有補助者とは評価されない。裁判例の中には、①別

居開始の段階で黙示の使用貸借契約の成立を認定し
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た例もあるが23)、それが認定できない場合であって

も、②上記(a)同居の場合と同様、民法 752 条の同

居・協力扶助義務の存在を理由に、明渡請求は排斥

される24)。 
 

(2) 婚姻・内縁の解消後 
(a) 明渡請求 
裁判例の中には、民法 752 条に基づく配偶者の

居住権は、特別の事情のない限り婚姻の解消によっ

て消滅するとした例があり25)、内縁の配偶者に関し

ては、内縁の解消時に使用権原が消滅するとして明

渡請求を肯定した最高裁判例が存在する26)。 
また、裁判例の中には、相続における遺産分割と

異なり、離婚後の財産分与が未了の段階において元

配偶者は建物について実質的な共有持分を有さない

とした例もあるが27)、夫婦の一方がその特有財産か

ら不動産売買代金を支出したような場合には、財産

分与とは別に、当該不動産の共有関係について審理

判断をすべきとし、共有持分の存在を理由に（前掲

2(1)最高裁昭和 41 年判決が引用されている）明渡請求

を否定した例がある28)。 
(b) 不当利得返還請求 
なお、裁判例の中には、①財産分与までの間の潜

在的な共有持分の存在を根拠に、不法行為ないし不

当利得の請求を否定した例があるほか29)、②財産分

与の話合いのない時点で建物明渡しや賃料相当損害

金の支払を求めるのは権利濫用であるとした例30)、

③使用貸借契約の成立を認定した例がある。 
(c) 使用貸借契約の存続期間 
そして、上記のうち③使用貸借契約の成立を認定

した裁判例における、存続期間に関する説示を見て

みると、ⓐ期間の定めならびに使用収益の目的の定

めのない使用貸借である旨を認定し、いつでも契約

を解除して（民法旧 597 条 3 項・平成 29 年民法（債権

関係）改正 598 条 2 項）返還請求できるとした例や31)、

ⓑ財産分与の審判の申立期限が 2 年であること（民

法 768 条 2 項ただし書）を理由に、離婚後 2 年間の

期間の定めのある使用貸借とした例もあるが32)、し

かし、ⓒ「1 年程度の期間のうちに経済的自立を果

たすまで」といった限定的な目的が合意されたとは

認められないとした例33)、ⓓ元妻と子が建物を永続

的に使用できるとした例34)、ⓔ離婚後、元妻が転居

を検討できるような落ち着いた状態となるまでの使

用の目的の定めがあるとした例35)、離婚後に元妻が

自活能力を得るまでの生活の援助という目的の定め

があるとした例もある36)。 
以上は、財産分与未了の場合の使用貸借契約の存

続期間であったが、これに対して、財産分与の内容

として居住建物に使用貸借契約が締結された場合の

存続期間に関しては、元妻と同居している子が学校

を卒業するまでとした例がある37)。 
 

(3) 他方配偶者の死亡後 
建物所有配偶者が死亡した場合、相続人である法

律婚の配偶者は遺産共有持分を有するが、内縁の配

偶者には相続権がないため共有持分を取得する余地

がないことから、明渡請求の危険にさらされる。 
(a) 法律婚の配偶者 
もっとも、法律婚の配偶者にあっても、最高裁平

成 8 年判決の合理的意思推定法理によれば、被相続

人が所有建物を配偶者以外の者に取得させる旨の遺

言をした場合には、使用貸借契約の成立推定は働か

ず、受遺者からの明渡請求・不当利得返還請求に屈

することとなる38)。 
一方、使用貸借契約の成立を認定した裁判例は、

存続期間に関しては、平成 8 年判決と同様、遺産分

割の終了時としている39)。しかしながら、平成 8 年

判決の合理的意思推定法理からすれば、存続期間を

一律固定的に解するのはむしろ不自然であって、生

存配偶者が老齢の場合には終身または施設入所まで、

若年の場合には他に住居を確保するなどして居住利

益が失われるまでと解するのが、被相続人の合理的

意思に合致するように思われる。 
(b) 内縁の配偶者 
これに対して、内縁の配偶者に関しては、平成 8

年判決の拘束を受けないことが、かえって幸いして

おり、相続人や受遺者からの明渡請求に対して、裁

判例は、①準親族の扶助義務（民法 730 条・877 条の

類推適用）を根拠とする使用権原の認定40)、②権利

濫用41)、③死亡内縁配偶者の合理的意思に基づく黙

示の使用貸借の成立42)といった法律構成を用いて、

内縁の配偶者を保護している。このうち、③の法律

構成については、平成 8 年判決の影響が推測される

が（もっとも、③の法律構成は、同居を要件としていな

い。①・②の法律構成についても同様）、これに対し

て、①・②の法律構成は、死亡内縁配偶者の意思の

いかんを問わず、内縁の配偶者が救済される点にお

いて、③の法律構成（したがってまた法律婚の配偶者

22



配偶者居住権を論じて所有者不明土地問題に係る民法・不動産登記法改正に及ぶ ―― 23 

に対する判例法理）よりも手厚い保護となる。 
(c) 居住建物が共有物の場合 
一方、内縁の配偶者に対する不当利得返還請求に

関しては、最（1 小）判平成 10・2・26 民集 52 巻 1
号 255 頁（内縁の夫婦の共有建物につき、死亡した内縁

の夫の相続人（子）が内縁の妻に対して不当利得返還請

求をした事案）が、次のように説示している。 
「共有者は、共有物につき持分に応じた使用をす

ることができるにとどまり、他の共有者との協議を

経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有する

ものではない。しかし、共有者間の合意により共有

者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合

には、右合意により単独使用を認められた共有者は、

右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまで

の間は、共有物を単独で使用することができ、右使

用による利益について他の共有者に対して不当利得

返還義務を負わないものと解される。そして、内縁

の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業の

ために共同で使用してきたときは、特段の事情のな

い限り、両者の間において、その一方が死亡した後

は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立

していたものと推認するのが相当である。けだし、

右のような両者の関係及び共有不動産の使用状況か

らすると、一方が死亡した場合に残された内縁の配

偶者に共有不動産の全面的な使用権を与えて従前と

同一の目的、態様の不動産の無償使用を継続させる

ことが両者の通常の意思に合致するといえるからで

ある。」 
同判決もまた、平成 8 年判決の合理的意思推定法

理の影響を受けているが、しかし、ⓐ内縁の配偶者

の死亡後に「継続」される無償使用関係を「使用貸

借」と認定していない点（第 1 審・原審でも使用貸借

は認定されていない）、ⓑ無償使用権の存続期間に関

して「右〔単独使用の〕合意が変更され、又は共有

関係が解消されるまでの間」としている点において、

平成 8 年判決と異なる。 
ⓐ・ⓑは、いずれも通常の共有物の管理に関する

物権法の規律（民法 249 条以下）を、そのまま適用

したものである。 
その結果、ⓐの点に関しては、第 1 に、平成 8

年判決におけるような使用貸借契約のデフォルトの

法律関係――㋐貸主が使用・収益させる義務を負わ

ないこと、㋑借主の注意義務の程度が善管注意義務

であること、㋒借主が通常の必要費を負担し、特別

の必要費についても契約終了時まで費用償還請求が

できないこと（前記 2(2)(c)①）――が適用されない。

また、第 2 に、当事者間の合意に基づく単独使用の

権利は、民法 254 条の「共有物についての債権」

として、共有物の特定承継人にも承継される。 
一方、ⓑの点に関していえば、㋐共有者間の合意

の変更は、変更行為および保存行為以外の管理行為

に該当するので、各共有者の持分の価格の過半数で

決することができることになる（民法 252 条本文）。

また、㋑単独使用権の終期を共有物分割の終了時と

している点は、平成 8 年判決が使用貸借契約の終了

時を遺産分割の終了時としているのと同様の発想と

いえるが、しかし、以上の点は、通常の共有に関す

る物権法の一般原則であって、共有者の一人が法律

婚ないし内縁の配偶者であった場合の、配偶者の居

住権保護の観点を欠いている（その点において、平成

10 年判決もまた、被相続人所有建物の使用関係を通常の

使用貸借として処理する平成 8 年判決の立場と大同小異

である）。居住建物が他方配偶者の単独所有であっ

た場合との権衡を考えても（前記(b)参照）、㋐多数

持分権者の一方的な意向による単独使用の合意の破

棄は否定されるべきであるし、㋑共有物分割の終了

後も、配偶者に居住権を認めるべきである。 

4 平成 30 年改正法の配偶者居住権制度 

しかるに、平成 30 年民法（相続関係）改正におけ

る配偶者居住権の制度創設の際には、もっぱら「相

続人（子）」の居住保護に関する最高裁平成 8 年判

決の立場が参照され、「配偶者」（なかんずく「内

縁の配偶者」）の居住保護に関する判例理論に関し

ては、検討の埒外に置かれた。 
新法の配偶者居住権制度の基本的な骨格は、(1)

平成 8 年判決の意思推定法理の働かない場合に備え

て、法定的な明渡猶予制度を設けるとともに（民法

1037 条 1 項 2 号の短期居住権）、(2)平成 8 年判決の

法理で推定される使用貸借の存続期間が遺産分割の

終了時であることから（同条項 1 号の短期居住権）、

遺産分割の際の新たな選択肢として、配偶者に原則

終身の無償使用権を取得させる方法を認める（1028
条 1 項 1 号の長期居住権）というものである43)。 
 

(1) 被相続人との同居・別居 
まず、配偶者短期居住権については、1037 条 1

項 1 号の短期居住権、2 号の短期居住権とも、被相
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続人と同居していたことを要件としていない点が、

平成 8 年判決との違いとして強調されている。 
しかしながら、被相続人と別居していた配偶者に

ついては、①別居開始時点で被相続人との間に成立

した無償使用契約が他の相続人との間に承継される

か、または、②別居後にも存続している民法 752
条の夫婦の同居・協力扶助義務が、被相続人の死亡

後においても余後効として働くと解されるので（前

記 3(1)(b)参照）、同居要件が不要とされたことの意

味は小さい。 
 

(2) 存続期間 
法律婚の配偶者に関する裁判例は、平成 8 年判決

の被相続人の合理的意思推定法理に立脚して、①使

用貸借契約が推定される場合の存続期間を、遺産分

割の終了時までとする一方、②被相続人が所有建物

を配偶者以外の者に取得させる旨の遺言をした場合

には、使用貸借契約の成立推定は働かないとしてい

た（前記 3(3)(a)）。新法 1037 条 1 項 1 号の短期居

住権は①の立場を、同条項 2 号の短期居住権は②の

立場を立法化させたものである。 
だが、内縁の配偶者に関していえば、①内縁の配

偶者は相続人ではないので、相続人が遺産分割を

行った後も、居住の必要性が継続している限り居住

権が存続することとなる。一方、裁判例の中には、

②平成 8 年判決の合理的意思推定法理に立たず、内

縁配偶者の居住権を当事者意思に優越する法定的な

権利と構成するものも存在した（前記 3(3)(b)）。そ

れゆえ、かかる裁判例を前提とする限り、内縁の配

偶者には、新法が法律婚の配偶者に付与した短期居

住権よりも手厚い保護が認められる。新法の配偶者

居住権の制度の、内縁の配偶者への類推適用は否定

されているが、この点はむしろ、内縁の配偶者に対

する保護になるのである。 
 

(3) 配偶者の権利義務 
建物所有配偶者と同居する配偶者は、法律婚・内

縁のいずれに関しても、占有補助者と認定されるの

が通例であり、そして、この場合の当事者間の権利

義務関係は、使用貸借の原則形態とは異なり、㋐建

物所有配偶者は居住配偶者に対して、同居・別居い

ずれの場合にも、建物を使用させる義務を負い（民

法 752 条の夫婦の同居・協力扶助義務）、また、㋑注

意義務の程度は、自己の財産に対するのと同一の注

意義務であり、㋒建物に関する費用はすべて建物所

有配偶者が負担するのが通常形態であるように思わ

れた。 
そして、建物所有配偶者の死亡後においても同一

の態様における無償による使用が維持継続されると

いうのであれば、配偶者に関しては、法律婚・内縁

のいずれに関しても、建物所有配偶者の死亡後にお

ける相続人との間の権利義務関係は、上記㋐・㋑・

㋒でなければならないだろう。 
これに対して、新法は、短期居住権・長期居住権

とも、使用貸借のデフォルト規定に準拠して、㋐居

住建物を使用（長期居住権では使用・収益）させる義

務を居住建物の取得者（長期居住権では居住建物の所

有者）に認めず、㋑配偶者の注意義務の程度を善管

注意義務とし（1032 条 1 項・1038 条 1 項。もっとも、

両条には「従前の用法に従い」との文言も存在する）、

㋒通常の必要費を配偶者に負担させている（1034
条・1041 条）。 

しかし、配偶者居住権の制度は、内縁の配偶者に

は類推適用されないところ、前記 3(3)(c)最高裁平

成 10 年判決は、共有建物の事案ではあるが、内縁

の配偶者の一方の死亡後に継続される無償使用関係

を、使用貸借と認定していないので、上記占有補助

者としての権利義務関係㋐・㋑・㋒は、内縁の配偶

者に関しては、そのまま維持することができる。 
 

(4) 平成 30 年民法（相続関係）改正の成果 
以上を要するに、法律婚制度の保護という保守的

な立法理由に基づく平成 30 年民法（相続関係）改正

は、①配偶者の相続分引き上げの断念（前記 1(2)）
に加えて、②相続開始後の生存配偶者の居住保護に

関しても、内縁の配偶者に関する判例法理に劣る制

度を新設するという、実に皮肉極まりない立法に結

実した。 
しかし、改正の中心論点として設定された①・②

の頓挫を補って余りある成果を、今回改正はもたら

した。それは、当初企図されていなかった事項に関

する改正部分にある。 
このうち「相続させる」旨の遺言（新法の用語で

は「特定財産承継遺言」。1014 条 2 項）に対抗要件主

義を適用する新法 899 条の 2 が、物権変動の一般

理論に及ぼす44)。 
一方、法制審議会での審議中に登場した最（大）

決平成 28・12・10 民集 70 巻 8 号 2121 頁を受け
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ての検討は、遺産分割の対象財産や遺産共有の法的

性質をめぐる議論の活性化を予感させた45)。 

5 所有者不明土地問題に係る 
民法・不動産登記法改正審議 

はたして平成 31 年 2 月 14 日法制審議会に付さ

れた諮問第 107 号を受けて翌 3 月 19 日より開始さ

れた所有者不明土地問題に係る民法・不動産登記法

改正に関する部会審議においては、平成 30 年相続

法改正におけると同様の議論が、再び繰り返される

こととなった。 
 

 (1) 遺産分割の期間制限 
平成 30 年相続法改正で新設された民法 899 条の

2 をめぐっては、相続関係に対抗要件主義を適用し

て登記を促すよりも、遺産分割に期間制限を設ける

のが上策との意見も存在していた。 
しかるに、平成 31 年民法・不動産登記法改正審

議においては、今度は所有者不明土地の発生防止の

観点から、遺産分割に期間制限を設け（3 年・5 年・

10 年の案が提示されている）、期間内に遺産分割がな

い場合には、法定相続分（または指定相続分）に

従って遺産の分割がされたものとみなす（遺産共有

の状態から通常共有の状態に移行する）旨の規定を設

置することが提案されている46)。 
だが、この案に対して、潮見佳男委員は、次のよ

うに述べて反対する。 
「要するに、遺産が共有されている状態での共有

というものが、通常の共有だと理解されて書かれて

いるようだと思いますけれども、いろいろな学説を

見たら、確かに遺産共有状態は共有であって、合有

ではないと言われていますけれども、その共有だと

言われている中でも、いろいろな操作がされている

んですよね。純粋な共有という扱いなんてされてい

ない。それは前の相続関係部会で、いろいろ議論し

たところからも出てくるところだと思うんです。 
そういう意味では、遺産共有の前の状態が通常の

状態だというふうに、仮に理解されているとしたら、

これは大きな間違いではないかというふうに思うと

ころです。」47) 
 

(2) 共有物の管理に関する規律の見直し 
また、今次の民法・不動産登記法改正では、共

有者の一部不明の場合を念頭に、民法の共有制度

の見直しも検討されている。 
(a) 管理行為（保存行為以外）の拡張 
現行規定によれば、共有物の管理は、①変更行

為については共有者全員の同意を要し（民法 251
条）、②保存行為以外の管理行為については各共

有者の持分の価格の過半数で決し（252 条本文）、

③保存行為については各共有者が単独で行うこと

ができるとされている（252 条ただし書）。 
しかし、①の共有者全員の同意を要求する手続

が重いことから、ⓐ共有物の管理に関する事項を

持分の価格の過半数で決する旨の定め（共有物の利

用方法の定め）を変更する場合、ⓑ特段の定めなく

共有物を利用（占有）する者がある場合に、利用

（占有）者を変更する場合、ⓒ共有物の短期賃貸借

を行う場合については、上記①の変更行為ではな

く②の管理行為に位置づけ、持分の価格の過半数

で決する旨の提案がされている48)。 
だが、このうちのⓑは、少数持分権者に対する

他の共有者からの明渡請求を否定した最高裁昭和

41 年判決（前掲 2(1)）や、使用貸借契約の成立を

推定して不当利得返還請求を否定した最高裁平成

8 年判決（前掲 2(2)）にも影響を及ぼす。多数持分

権者が、少数持分権者の占有の剥奪（持分に基づく

共有物全部の占有の廃止や使用貸借契約の解約）を決

定すれば、少数持分権者は、これに従わざるを得

なくなるからである。 
なお、部会審議では、蓑毛良和幹事から異論が

提起されたが、佐久間毅幹事が賛成意見を唱えた

ことから49)、結局、ⓑの提案は、そのまま通りそ

うな雲行きである50)。 
(b) 協議の要否 
上記(a)の論点は、持分の価格の過半数の議決手

続とも密接に関係する。事務当局からは、共有者

の一部不明の場合等に共有者が一堂に会すること

の困難性に配慮して、過半数を有する者の意思に

合致していれば、共有者全員での協議を要しない

ことを明文化する案が提示されている51)。 
この案によれば、最高裁昭和 41 年判決の多数

持分権者が被相続人を訴訟承継した時点、あるい

は平成 8 年判決の多数持分権者が訴訟を提起した

時点で、少数持分権者の独占使用の定めは変更さ

れたことになり、その時点で少数持分権者は占有

権原を喪失することとなる。これは少数持分権者

の居住利益を大幅に減殺する結果をもたらすが、
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しかし、部会審議においては、両判決が相続人の

居住保護に関する判例であった点は捨象され、少

数持分権者の意見表明等、もっぱら手続保障の観

点から協議の必要性の問題が論じられている52)。 
(c) 遺産共有 
一方、遺産共有の場合の共有物の管理について、

事務当局案は、遺産共有の法的性質につき（合有説

に立たず）共有説に立つ最高裁昭和 30 年判決（前

掲 2(1)）以降の判例の立場を前提に、通常の共有

における共有物の管理と同様の規律を設置すると

している53)。 

6 結 語 

「法律時報」令和元年 8 月号「特集：平成の法

学」の「企画趣旨」で、小粥太郎は、次のように述

べる。 
「民法学が法形成において占める力も、（かつて

大きかったとしたら）小さくなっている。すなわち、

立法については、平成になってからのいわゆる第三

の法制改革期を彩る諸立法……において、民事判

例については、昭和 40 年代ないし前後の最高裁判

所による強力な法形成……において、それぞれ民

法学者の貢献は認められるけれども、立法にあっ

ては穂積〔陳重〕・富井〔政章〕・梅〔謙次郎〕に

及ぶはずもなく、判例形成にあっては最高裁判事

と調査官の権威がますます上昇している――これ

に対して現代の民法学界に我妻〔栄〕が存在する

はずがない――ようにみえる。」54) 
筆者（七戸）は、近時の立法や判例において、基

礎的な法理論の重要性が薄れたとは思わないが、し

かし、立法・判例ならびに法科大学院教育において

実務が優越的地位を占めるに至った結果、立法ある

いは判例において、論理に「詰めの甘さ」が生じて

いるようには感じている。その発生原因としては、

いくつかのものが考えられる。 
①理論の不在――その 1 は、理論的根拠に関す

る検討の不存在である。 
本稿のテーマに即していえば、配偶者居住権が、

生存配偶者に、建物所有配偶者の生前におけると同

様の居住保護を与える趣旨に出るものならば、生存

配偶者の権利義務の内容は、建物所有配偶者の占有

補助者としての地位と同一になるべきところ、そも

そも占有補助者と占有者本人との間の内部的な権利

義務に関しては、学説にあってもほとんど研究が進

められてこなかった。 
しかも、そのような状況下において、立法者は、

建物居住者である相続人が被相続人の子の事案にお

いて、被相続人の生前の建物使用を使用貸借と認定

した最高裁平成 8 年判決に依拠して、配偶者居住権

の内容を、使用貸借の借主の権利義務と同一のもの

とした。 
占有補助者に関する理論的な検討がされていれば、

あるいは平成 8 年判決に関する理論的な検討がされ

ていれば、このような立法は行われなかっただろう。 
②理論の先祖返り――その 2 は、立法や判例に

おいて基礎的な法理論が援用されている場合にも、

参照されている判例や学説は、一昔前の時代の古い

見解であって、その後の理論の発展が見落とされて

いる点である。 
たとえば遺産共有の法的性質につき共有説に立

つ判例として引用される最高裁昭和 30 年判決は、

遺産分割審判の制度が存在していなかった戦前の

旧法の処理を承継したものであった。 
その一方で、近時の立法や判例における立法担

当者の説明や判旨の説示は、おそらく立法担当者

や裁判官が我妻栄『民法講義』で勉強した世代だ

からなのだろう、我妻時代の法理論への復古的色

彩が強くなっている。先の小粥の言を借りれば、

「現代の民法学界に我妻が存在するはずがない」

代わりに、過去の時代の本物の我妻が息を吹き返

したのである。 
③理論の混乱――もっとも、我妻以降の学説の

発展が、立法や判例に反映される場合もないでは

ない。学者主導で行われた平成 29 年民法（債権関

係）改正は、その最たるものである。 
ただ、論点によっては、今日の議論の全体像を

俯瞰しないまま、一部有力学説の立場に依拠した

立法が行われることもある。 
たとえば特定財産承継遺言に対抗要件主義を適

用する 899 条の 2 の立法段階では、「民法は、第

176 条で物権変動は当事者の意思表示のみによって

生ずることとしつつ、当事者の意思表示の存否は第

三者には分からない場合が多いこと等を考慮し、取

引の安全を図るなどの見地から、その旨の公示がな

ければ第三者に対抗することができないとする対抗

要件主義（第 177 条及び第 178 条）を採用したもので

ある」と説明されたうえ、「包括承継である相続に

よる権利変動のうち対抗要件主義の適用対象外とす
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るのは、相続開始の事実や被相続人との身分関係に

よって客観的に定まる法定相続分の割合に従ったも

のに限定し、包括承継の性質を有するものであって

も、意思表示が介在し、被相続人による処分性が認

められるものについては対抗要件主義の適用対象と

することにも十分な合理性がある」との論が展開さ

れているのであるが55)、この立場は、「物権変動」

要件に関して、現行民法の起草者と大審院「相続登

記要求」民事連合部判決（大（民連）判明治 41・
12・15 民録 14 輯 1301 頁）が排斥したはずの、フラ

ンス法・ボワソナード旧民法の意思表示制限説と同

じものである56)。この見解は、民法改正研究会（代

表・加藤雅信）が平成 21 年に公表した「民法改正国

民・法曹・学界有志案」により注目を集めてはいた

が57)、しかし、明治 41 年民事連合部判決の「物権

変動」無制限説を覆して、通説的地位を獲得するに

は至っていなかった。にもかかわらず、平成 30 年

民法（相続関係）の立法者は、この少数有力説に立

脚して、899 条の 2 を新設したのである。 
だが、カリスマ的なアイドルの唱える学説に、立

法や判例が隷属する時代は、終わりを告げて久しい。

令和の時代の民法学は、どのような形で立法・判例

にコミットしてゆくのであろうか。 
 
＊ 本報告は、科研費研究：基盤 C（18K01340）に基づく研究

成果の一部である。 

 
（しちのへ・かつひこ 九州大学教授） 
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料 2「相続法制の見直しに当たっての検討課題（1）～配偶者の居住権を法律上保護するための方策～」2 頁。 
9)     裁判例の詳細に関しては、七戸克彦「配偶者居住権――ある皮肉な物語」法政研究 86 巻 3 号（2019 年）掲載予定参照。 
10)  なお、最高裁昭和 30 年判決の事案における相続の開始は、昭和 12 年の A の死亡によるものであるため、昭和 22 年 4 月 19 日法

律第 74 号「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」（民法応急措置法）附則 25 条により、戦前の旧法が適用さ

れるところ、民法（家族法）改正後の新法 906 条以下の遺産分割の規定や、家事審判法（昭和 22 年 12 月 6 日法律第 152 号。現在

は平成 23 年 5 月 23 日法律 52 号「家事事件手続法」）が存在していなかった旧法時代において、遺産分割の手続は、通常の共有

に関する 258 条に従っていた。だが、民法 258 条 2 項は、裁判分割の方法として現物分割と競売による代金分割の 2 種類しか明文

上規定していない。本件訴訟は、A の共同相続人 B・C（持分各 2 分の 1）のうち、B から相続分の贈与を受けた B の亡弟 D の未

亡人 X が、C の持分を相続により取得した養子 Y に対する共有物分割訴訟において、居住ならびに生活保障のため、特定の土地建

物の取得を求めたところ、原審が民法 258 条 2 項を理由に X の希望を排斥して代金分割を命じたため、X が上告した事案である。

しかし、判旨は以下のように説示して X の上告を棄却した。 
「相続財産の共有（民法 898 条、旧法 1002 条）は、民法改正の前後を通じ、民法 249 条以下に規定する『共有』とその性質を

異にするものではないと解すべきである。相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然分割され、各

共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとした新法についての当裁判所の判例（昭和 27 年（オ）1119 号同 29 年 4 月 8 日

第 1 小法廷判決、〔民〕集 8 巻〔4 号〕819 頁）〔不法行為に基づく損害賠償請求権の相続の事案〕及び旧法についての大審院の同

趣旨の判例（大正 9 年 12 月 22 日判決、〔民〕録 26 輯 2062 頁）〔相続人を受取人とする生命保険金請求の事案〕は、いずれもこ
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の解釈を前提とするものというべきである。」 

だが、同判決の立場については、今日的には、以下の諸点との関係で、根本的な再検討の必要が生じている。 
① 第 1 に、昭和 30 年判決は、遺産分割に関する現行 906 条以下の規定が適用されない終戦直後の過渡期において、物権編の共有

物分割の条文を適用するための便法として、物権編の共有物分割の規定を一般法、相続編の遺産分割の規定を特別法と位置づけ、

特別法の適用がなくても一般法が適用されると述べたものにすぎない。 
② 第 2 に、物権法の共有物分割の方法（民法 258 条 2 項）に関しても、今日の判例は、現物分割の一態様として一部価格賠償を

認めるほか（最（大）判昭和 62・4・22 民集 41 巻 3 号 408 頁〔森林法意見大法廷判決〕）、一定の条件の下で例外的にではあ

るが全面的価格賠償の方法も許容するに至っており（最（1 小）判平成 8・10・31 民集 50 巻 9 号 2563 頁）、昭和 30 年判決の

当事者 X が主張していた分割方法は、物権編の共有物分割においても可能になっている。なお、法制審議会（民法・不動産登記

法部会）で審議中の所有者不明土地問題に係る民法・不動産登記法改正においても、かかる判例の立場を法文化する案が提示さ

れている。令和元年 9 月 24 日第 7 回会議配付「民法不動産登記法部会資料 10」1-5 頁。 
③ 第 3 に、昭和 30 年判決の引用する可分債権の分割帰属に関する判例に関していえば、近時の判例は、遺産分割の対象財産に金

銭債権等を組み込む傾向にあり（定額郵便貯金債権につき最（2 小）判平成 22・10・8 民集 64 巻 7 号 1719 頁、株式・投資信託

受益権・国債につき最（3 小）判平成 26・2・25 民集 68 巻 2 号 173 頁、預貯金債権につき最（大）決平成 28・12・19 民集 70
巻 8 号 2121 頁）、学説にあっても、被相続人の有していたすべての財産を遺産分割手続で一括して処理するのが合理的とする見

解が有力化しているが、こうした傾向は、最高裁昭和 41 年判決によって否定された遺産共有＝合有説の立場と親和性がある。 
11)    最（2 小）判平成 12・4・7 判時 1713 号 50 頁・判タ 1034 号 98 頁。 
12)  戦前の旧法下の戸主（家督相続人）の家族（戸主の妻・子のほか、戸主の母・戸主の弟妹などを含む）を占有補助者と認定した例

として、大判大正 4・5・1 民録 21 輯 630 頁、最（3 小）判昭和 28・4・24 民集 7 巻 4 号 414 頁、最（3 小）判昭和 35・11・22 裁

判集民事 46 号 437 頁。 
13)  司法研修所（編）・田中壮太＝岡部喜代子＝橋本昇二＝長秀之〔平成 3 年度司法研究員〕（著）『遺産分割事件の処理をめぐる諸

問題』司法研究報告書 45 輯 1 号（1994 年）339 頁。なお、①独立占有者型か、②占有補助者型かについては、当該事案における

被相続人の関係性によって、どちらもあり得るとされ（岡部喜代子「相続人の一人が共同相続財産を占有する場合の法律関係につ

いて」東洋法学 41 巻 2 号（1998 年）261 頁）、実際にも、①・②両方の裁判例が存在する（①型の裁判例として、東京地判平成

28・8・29 平成 27 年(ﾜ)第 1271 号。②型の裁判例として、東京地判平成 26・10・3 平成 25 年(ﾜ)第 29671 号、東京地判平成 28・
7・29 平成 27 年(ﾜ)第 34371 号・平成 28 年(ﾜ)第 16405 号、東京地判平成 28・10・31 平成 26 年(ﾜ)第 17116 号、東京高判平成

30・7・18 判時 2397 号 24 頁）。 
14)   民法典の賃貸借の冒頭規定（601 条）には「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し」とあるのに対し

て、使用貸借の冒頭規定（593 条）は「当事者の一方がある物を引き渡すことを約し」と規定するにすぎない。 
15)  使用貸借および賃貸借の借主の用法遵守義務と善管注意義務の関係については、中田裕康『契約法』（有斐閣、2017 年）376 頁、

397-399 頁参照。 
16)  これに対して、賃貸借の場合には、賃貸人が使用・収益させる義務に基づいて負担すべき必要費のすべては（通常の必要費・特別

の必要費の別なく）、賃借人が代わって支出した場合には、契約終了を待たず直ちに償還請求ができる（608 条 1 項）。 
17)   最（3 小）判昭和 27・2・19 民集 6 巻 2 号 95 頁、最（1 小）判昭和 35・4・7 民集 14 巻 5 号 751 頁、最（3 小）判昭和 57・3・

30 判時 1039 号 61 頁・判タ 468 号 85 頁。なお、被用者が法人の場合もある（最（1 小）判昭和 48・3・29 判時 705 号 103 頁・判

タ 297 号 216 頁）。ただし、従業員が占有補助者ではないとされた事案もある（最（2 小）判昭和 41・6・3 裁判集民事 83 号 699
頁）。 

18)   最（2 小）判昭和 32・2・15 民集 11 巻 2 号 270 頁、最（2 小）判昭和 32・2・22 判時 103 号 19 頁・判タ 68 号 88 頁、最（3
小）判平成 10・3・10 判時 1215 号 1 頁・判タ 1007 号 259 頁。 

19)   下級審裁判例の中には、相続人の注意義務の程度を民法 918 条 1 項の「固有財産におけるのと同一の注意」とした例がある。東

京地判平成 27・4・20 平成 26 年(ﾜ)第 12524 号（占有者である相続人が配偶者の事案）、東京地判平成 29・11・24 平成 28 年(ﾜ)
第 34984 号（占有者である相続人が子の事案）。 

20)   下級審裁判例の中には、使用貸借の成立を認定しつつ借主の費用償還請求を認めた例や（東京地判平成 10・6・25 判タ 1045 号

201 頁……占有者である相続人が子の事案）、通常の必要費を被相続人が負担する旨の特約の存在を認定した例もある（東京地判

平成 28・9・27 平成 27 年(ﾜ)第 13287 号……占有者である相続人が子の事案）。 
21)   大阪高決昭和 54・8・11 家月 31 巻 11 号 94 頁、東京地判平成 25・12・19 平成 25 年(ﾜ)第 21623 号、東京地判平成 28・2・1 平

成 26 年(ﾜ)第 12156 号。 
22)   東京地判昭和 47・9・21 判時 693 号 51 頁。このほか、夫婦で共同購入したマンションから配偶者を閉め出す行為が、配偶者の

居住権を侵害する不法行為に当たるとした例もある（東京地判平成 30・1・25 平成 28 年(ﾜ)第 18638 号）。 
23)   東京地判平成元・6・13 判時 1347 号 58 頁、東京地判平成 19・2・19 平成 17 年(ﾜ)第 25032 号、東京地判平成 25・2・28 平成

24 年(ﾜ)第 18042 号。 
24)   東京地判昭和 45・9・8 判時 618 号 73 頁。 
25)   東京地判昭和 28・4・30 下民集 4 巻 4 号 641 頁。 
26)   最（1 小）判昭和 35・11・10 民集 14 巻 13 号 2813 頁。 
27)   東京地判平成 26・11・19 平成 26 年(ﾜ)第 15604 号。 
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28)   法律婚の配偶者につき、東京地判平成 24・12・27 判時 2179 号 78 頁。 
29)   東京地判平成 27・12・25 平成 27(ﾜ)第 5373 号。 
30)   東京地判平成 25・8・29 平成 24 年(ﾜ)第 11315 号・平成 24 年(ﾜ)第 24421 号。 
31)   東京地判平成 24・12・27 平成 23 年(ﾜ)第 40033 号。 
32)   東京地判平成 24・8・3 平成 23 年(ﾜ)第 29163 号・平成 23 年(ﾜ)第 36318 号。なお、マンションの共有持分を有する内縁の配偶者

につき、東京地判平成 27・3・17 平成 25 年(ﾜ)第 27769 号は、明渡請求は否定しつつ、2 年間の期間の定めのある使用貸借の期間

満了を理由とする不当利得返還請求を肯定する。 
33)   東京地判平成 24・11・29 平成 23 年(ﾜ)第 34762 号。 
34)   東京地判平成 26・11・6 平成 26 年(ﾜ)第 8670 号。 
35)   東京地判平成 27・3・10 平成 25 年(ﾜ)第 25585 号。 
36)   東京地判平成 27・12・4 平成 27 年(ﾜ)第 18303 号・平成 27 年(ﾜ)第 22003 号。 
37)   名古屋高決平成 18・5・31 家月 59 巻 2 号 134 頁。 
38)   不当利得返還請求につき、東京地判平成 28・9・6 平成 26 年(ﾜ)第 34263 号・平成 27 年(ﾜ)第 5749 号。 
39)  東京地判平成 25・5・13 平成 24 年(ﾜ)第 36112 号、東京地判平成 27・8・25 平成 25 年(ﾜ)第 19748 号、東京地判平成 28・2・3

平成 27 年(ﾜ)第 1396 号。 
40)   長崎地判昭和 36・6・30 家月 13 巻 12 号 52 頁、横浜地判昭和 47・8・7 判タ 286 号 271 頁。 
41)   広島高岡山支判昭和 38・1・28 高民集 16 巻 3 号 131 頁、最（3 小）判昭和 39・10・13 民集 18 巻 8 号 1587 頁、東京地判平成

4・1・31 判タ 793 号 223 頁、東京地判平成 8・7・29 判時 1597 号 97 頁・判タ 937 号 181 頁。 
42)   大阪高判平成 22・10・21 判時 2108 号 72 頁。 
43)   なお、被相続人の遺贈により設定される 1028 条 1 項 2 号の長期居住権は、いわゆる後継ぎ遺贈に関するニーズに応えたものと説

明されているが、後継ぎ遺贈の代替手段には、負担付遺贈のほか、平成 18 年現行信託法 91 条の後継ぎ遺贈型受益者連続信託もあ

り、遺言で長期居住権を取得させるオプションにどれほどの魅力があるかは、現在のところ未知数である。 
44)   七戸克彦①「相続と登記――民法改正（新設）899 条の 2 をめぐって」法政研究 85 巻 3・4 号（2019 年）159 頁、七戸克彦②

「相続と登記をめぐる課題――民法改正（新設）899 条の 2 をめぐって」市民と法 116 号（2019 年）32 頁。 
45)   本稿のテーマである共有者間の明渡請求・不当利得返還請求との関係でいえば、たとえば川淳一は、通常の共有と異なり、遺産

共有は遺産分割までの財産の保全という目的に拘束され、その結果、遺産共有における持分も特殊的な性格を帯びているとして、

遺産共有者間の明渡請求・不当利得返還請求否定の根拠を、かかる遺産共有に固有の性質に求めていた。川淳一「共同相続財産の

管理」内田貴＝大村敦志（編）『民法の争点』（ジュリスト増刊：新・法律学の争点シリーズ 1、2007 年）354 頁、川淳一「鈴木

相続法学における『未分割』の遺産に対する共同相続人の法的地位と広義の再転相続」鈴木禄彌先生追悼論集『民事法学への挑戦

と新たな構築』（創文社、2008 年）863 頁、川淳一「共同相続における遺産である不動産の利用に関する相続開始後の法律関

係――使用貸借構成をめぐる分析と提言」野村豊弘先生古稀記念論文集『民報の未来』（商事法務、2014 年）583 頁。 
46)  令和元年 5 月 21 日第 3 回会議配付「民法・不動産登記法部会資料 5」1-5 頁、「第 3 回会議議事録」40-41 頁〔脇村真治関係

官〕、令和元年 9 月 24 日第 7 回会議配付「民法・不動産登記法部会資料 13」1-10 頁。 
47)   部会「第 3 回会議議事録」42 頁。 
48)  平成 31 年 4 月 23 日第 2 回会議配付「民法・不動産登記法部会資料 3」1-8 頁、部会「第 2 回会議議事録」34 頁〔脇村真治関

係官〕。 
49)   部会「第 2 回会議議事録」35-38 頁。 
50)  もっとも、近時の裁判例は、被相続人と同居していた相続人との間の使用貸借契約の解約は、①変更行為ではなく、②保存行

為以外の管理行為であって、持分の価格の過半数で決することができるとしている。東京地判平成 25・12・19 平成 25 年(ﾜ)第
21623 号、東京地判平成 27・3・17 平成 24 年(ﾜ)第 22059 号、東京地判平成 28・1・14 平成 27 年(ﾜ)第 16312 号、東京地判平

成 30・1・17 平成 28 年(ﾜ)第 18807 号・平成 28 年(ﾜ)第 38612 号、東京地判平成 30・4・26 平成 27 年(ﾜ)第 17521 号。 
51)  「民法・不動産登記法部会資料 3」8 頁、部会「第 2 回会議議事録」34-35 頁〔脇村真治関係官〕。 
52)  部会「第 2 回会議議事録」42-43 頁〔佐久間毅幹事〕、43-44 頁〔沖野眞已委員〕。 
53)   「民法・不動産登記法部会資料 3」21 頁、部会「第 2 回会議議事録」57 頁〔脇村真治関係官〕。 
54)   小粥太郎「（特集：平成の法学）企画趣旨」法律時報 91 巻 9 号（2019 年）8 頁。 
55)   平成 29 年 1 月 24 日第 17 回会議配付「民法（相続関係）部会資料 17」5 頁、6 頁。 
56)   七戸克彦・前掲注 41)①176 頁、②33-34 頁。 
57)   民法改正研究会（編）『民法改正国民・法曹・学界有志案――仮案の提示』（法律時報増刊、2009 年）140 頁、加藤雅信『迫り

つつある債権法改正』（信山社、2015 年）407 頁。 
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令和元年１１月３０日 

所有者不明土地問題と土地家屋調査士との関わり方 

 

日本土地家屋調査士会連合会 

副会長 伊 藤 直 樹 

 

 

● 平成３０年６月１３日公布 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 

● 令和元年５月２４日公布 

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 

 

 今春、国土交通省 中部地方整備局と、法務省 名古屋法務局が、中部地区の連携

協議会を設立されました。 

全国でも地方整備局の地域毎に、同じような連携協議会が発足し、国をはじめ、県、

市町村の用地業務等に関係するみなさんに、新たな施策として立法化がされていく手

法をいかに活用していただけるか、それこそ円滑化を図ることとしています。 

 

  平成７年１月１７日   阪神淡路大震災 

  平成２３年３月１１日  東日本大震災 

  平成２８年４月１４日  熊本地震 

 

 代表的な地震に加えて昨今は、台風や集中豪雨による多くの天変地異が間断なく発

災し、尊い国民の命を失う事象が後を絶ちません。 

 この国土の抱える位置、形状的な条件から、日本で生活していく以上は避けては通

れない定めともいえるのではないでしょうか。 

 

 常に復興にとりかかり、数年を待つことなく、同じような生活を、経済活動を取り

戻す、この国にとって最もこの復興事業上で支障となるのがこの所有者不明土地であ

ることが、東日本大震災後の津波被災住民、高台宅地移転を代表的な事例として、昨

今クローズアップされてきました。 

 このあたりの経緯は別の専門家等のみなさんに解説をお任せし、実務家として法務

省の監督下で不動産登記、表示部門を担ってまいりました土地家屋調査士が、本件と

どのように関わっているのか、又、サポーターとなり得るのかを、本日はしっかりと

ご案内してまいりたいと考えます。 
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●表題部所有者不明土地、いわゆる変則型登記の解消 
 

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の概要 

～法務省民事局資料より転載 

（令和元年５月１７日成立、５月２４日公布、令和元年法律第１５号） 

 

＊第１ 表題部所有者不明土地とは 

  旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和３５年

以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後も引き継がれたことにより、表題

部所有者（※）欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地（表

題部所有者不明土地）となり、それがそのまま解消されていない土地が全国に多数

存在（全国約５０万筆調査の結果、約１％存在 平成２９年９月～平成３０年５月調査） 
 （※）表題部所有者とは…所有権の登記（権利部）がない不動産について、 

登記記録の表題部に記録される所有者をいう。当事者の申請により所 
有権の登記がされると、表題部所有者に関する登記事項は抹消される。 

 

 

 

 

 

 

 

    

＊第２ 現状 

 ◎ 所有者不明土地の中でも、氏名や住所の記録がないため、戸籍や住民票等によ

る所有者調査の手掛かりがなく、所有者の発見が特に困難。 

 → 自治体における用地取得や民間取引において、交渉の相手方が全く分からず、

用地取得や民間取引の大きな阻害要因に。 

 ◎ 表題部所有者不明土地を解消するためには、 

  ・ 公的資料や歴史的な文献（例えば、寺で保管されている過去帳や、地域内の

土地に関する歴史書等）を調査 

  ・ その土地の経緯を知る近隣住民等からの聴き取り 

  などによる所有者の特定が必要。 

 → 今後、歴史的資料の散逸や地域コミュニティの衰退により、所有者の特定がま

すます困難になるおそれ。 

[政府方針] 

〇経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０年６月１５日閣議決定） 

 「変則的な登記（表題部所有者の氏名・住所が正常に記載されていない登記）の解消を図
るため、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指すとともに、必要となる体制を
速やかに整備する。」 

 

表 題 部（土地の表示） 調製 余白 不動産番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

地図番号 余白 筆界特定 余白 

所  在 特別区南都町一丁目 余白 

①地 番 ②地 目 ③ 地  積 ㎡ 原因及びその日付[登記の日付] 

１０１番 宅地 ３００ ００ 不詳[平成２０年１０月１４日] 

所 有 者 特別区南都町一丁目１番１号  甲 野 太 郎 

（例） 
①住所の記載が
ない土地（単有・
共有） 「Ａ」 
②字持地 
「大字〇〇」 
③記名共有地 
「Ａ外〇名」等 

墓地・山林・畑等 
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＊第３ 法律のポイント 

 １ 表題部所有者不明土地について、所有者の探索に関する制度を設ける 

  （施行日→公布後６月以内） 

  ・ 登記官に所有者の探索に必要な調査権限を付与（各種台帳情報提供の求め等） 

  ・ 所有者等探索委員制度（必要な知識・経験を有する者から任命される委員に、

必要な調査を行わせ、登記官の調査を補充する制度）を創設 

 ２ 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記の特例を設ける 

  （施行日→公布後６月以内） 

  ・ 探索の結果を踏まえて、表題部所有者の登記を改めるための規定を整備 

 ３ 探索の結果、所有者を特定することができなかった土地について、適切な管理

を可能とする制度を創設する 

  （施行日→公布後１年６月以内） 

  ・ 登記官が探索を行ってもなお所有者を特定することができなかった土地につ

いて、新たな財産管理制度（裁判所の選任した管理者による管理）を創設 
 

● 変則型登記の類型 

 

変則型登記の登記記録を、以下の６例に分類しました。 

１）氏名のみが記録されているもの 

２）氏名としてＡ外何名と記録され，共同人名票が備え付けられているもの 

３）氏名としてＡ外何名と記録され，共同人名票が備え付けられていないもの 

４）村持などのような特殊な記録がされているもの 

５）不完全な住所が記録されているもの 

６）氏名及び住所が記録されていないもの 

 

１）所有者の氏名のみが記録されており，その所有者の住所が記録されていない登

記記録の例 

表題部の一例その１ 

表 題 部  （土地の表示） 調製 余 白 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

地図番号 余 白 筆界特定 余 白 

所  在 ○○市Ａ町一丁目 余 白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積   ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

１番 宅地 １６５：２８ 

：   

 

所有者 甲 野 太 郎 
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その２ 

表 題 部  （土地の表示） 調製 余 白 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

地図番号 余 白 筆界特定 余 白 

所  在 ○○市Ｂ町三丁目 余 白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積   ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

１２番 宅地 ９９：１７ 

：   

 

所有者 持分２分の１ 甲 野 太 郎 

２分の１ 乙 野 次 郎 

 

２）３）「Ａ外○名」と記録され，「Ａ」の住所並びに他の共有者の氏名及び住所

が記録されていない記名共有地の改正不適合の登記簿の例 

※改正不適合の登記簿とは，電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記

簿をいう。（不動産登記規則附則第３条第１項ただし書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）「○○村□□」・「大字○○」並びに「大字○○惣代」のように村持，大字名並びに

集落名などの名義で記録されている登記記録の例 
 

表 題 部  （土地の表示） 調製 余 白 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

地図番号 余 白 筆界特定 余 白 

所  在 ○○市Ｃ町七丁目 余 白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積   ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

１０５０番 原野 ３８２５：   

：   

 

所有者 ○ ○ 村 □ □ 
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５）不完全な住所が記録されている登記記録の例 
 

表 題 部  （土地の表示） 調製 余 白 不動産番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

地図番号 余 白 筆界特定 余 白 

所  在 ○○市Ａ町一丁目 余 白 

① 地 番 ② 地 目 ③ 地 積   ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕 

１０番 宅地 １６５：２８ 

：   

 

所有者 大字□□ 甲 野 太 郎 

 

６）氏名及び住所が記録されていない改正不適合の登記簿の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 名義が特殊な土地が生まれた経緯について 
 

  江戸時代以前には、薪炭や肥料用の落ち葉などを採取するための山林や、屋根を

葺く材料や馬の餌を採取するための草地・原野を、村や部落などの共同体で所有す

る「入会地」が各地にありました。明治元年に、政府が納税義務者の確定を大字・

区・部落などの共同体を納税者として申請し、所有権が認められたものもあります。

その後、明治２２年に市制・町村制を施行する際に、明治時代以前の地域集団であ

った農家等からの強い反対があり、入会地を従前からの共同体の所有財産として認

める財産区の制度が創設されました。この際、財産区へ名義変更した場合もありま

したが、寺社や寺院、代表者名義、共有名義等に変更した場合もありました。 

  明治４３年から、部落有林野統一政策が開始され、内務及び農商務両省の通知に

より、市町村への寄付を促したが、、すべてが市町村財産に統一されることはあり

ませんでした。 
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  さらに、昭和２８年の町村合併促進法により、旧来の財産区の制度を旧財産区制

度として引き継ぐと同時に、「新財産区」という制度が設けられた。この際に、旧来

の市町村林は、新市町村有、新財産区有となった場合もありましたが、地元への払

下げ等がなされた場合もありました。 

  また、上記の経緯とは別に、記名共有等の登記がなされた経緯があります。旧土

地台帳において所有権を有する者を示す欄に一人の氏名を記した上、「外（ほか）何

名」とする記載がされた土地は、その後の制度変遷を経て、今日、登記簿の表題登

記において、所有者が「誰外何名」と記録されているものがあります。 

  また、昭和１５年に戦時体制の強化を目的として部落会や町内会が組織され、部

落会・町内会名義で財産を所有できるようになりましたが、敗戦後は昭和２０年勅

令第５４２号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会・部落

会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令によ

り、部落会・町内会の財産を市町村有に改めるとされました。この際、「部落会・町

内会に属する財産」と「部落有財産」が同一であると解釈するなどの混乱があった

ため、ある程度の部落有財産が個人名義や記名共有、市町村有に変わりました。 

（所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン第

２版７９頁を一部修正して引用） 
 

 

● 所有者不明に関する、変則型登記対応の経緯 
 
  平成２９年１０月 「登記制度、土地所有権の在り方等に関する研究会」 

           連合会として解消作業提案 

  平成３０年 ６月 所有者不明土地問題関係閣僚会議、政府方針 

            変則的な登記（表題部所有者の氏名・住所が正常に記載さ

れていない登記）の解消を図るため、必要となる法案の次

期通常国会への提出を目指すとともに、必要となる体制を

速やかに整備する。 

  平成３０年 ９月 東京法務局立川出張所において試行作業 

  平成３１年 １月 変則型登記の解消に向けた担当者骨子案 

  平成３１年 ２月 各法務局において準備的作業の開始 

  令和 元年 ５月２４日 

   表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律成立 

  令和 元年 ９月中旬 

    各法務局より各単位会に所有者等探索委員推薦依頼 

    省令制定に関するパブリックコメント募集 

  令和 元年１１月上旬 

    作業地域内定 

    各県の土地家屋調査士会等から各法務局に所有者等探索委員推薦 
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  令和 元年１１月２２日 

    施行通達発出 

    施行 

    所有者等探索委員任命 

（土地家屋調査士２０～３０名、司法書士、弁護士 各若干名） 

    作業地域確定 

    所有者等探索委員指定 

    令和元年度解消作業開始 

  令和 ２年１１月１日、法案完全施行 
 
 

● 変則型登記解消法で創設された所有者等探索委員について 

（変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案の補足説明）から

一部引用） 

   

１）所有者等探索委員制度の創設 

記名共有地など変則型登記がされた土地のうちには、当該土地の所有者等と考え

られる者の戸除籍謄本や当該土地及びその近隣土地の閉鎖登記簿等の調査のほか、

当該土地の所在する地域についての歴史的文献の調査や近隣住民からの聴取など

を行い、これらの資料等から認められる事情を総合して、所有者等を特定すること

が必要となる事案があり、その調査及び特定に困難を伴う事案があると考えられま

す。  

このような事案においては、所有者等の探索のための調査に当たって必要な知識

及び経験を有する者の知見を活用することが適当であり、また、これにより調査結

果の正確性や信頼性の向上を図ることもできると考えられます。 

そこで、変則型登記がされた土地の所有者等の探索を行い、登記官に意見を提出

させるために、法務局又は地方法務局の長により必要な知識及び経験を有する者

（土地家屋調査士や司法書士等）から任命される所有者等探索委員制度が創設され

ました。 

 

２）所有者等探索委員の調査権限等 

所有者等探索委員は、変則型登記がされた土地の所有者等を探索するために必要

な事実の調査をし、その意見を提出することを任務としており、そのために必要な

調査権限を所有者等探索委員に付与する必要があります。 

例えば、地目が「墓地」である場合において、近隣の社寺等の関係者から、その

知っている事実を聴取したり、過去帳等の資料の提出を求めたりすることなどが考

えられます。そこで、このような調査をするために必要な権限として、登記官が有

する調査権限と同様の調査権限に関する規定が設けられました。 
 
 

37



- 8 - 

 

 

      （ここからの内容については、法務省民事局資料より、改めて再度転載） 

 

 
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                必要な 

                場合に      

                 指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記官による調査 

・利害関係人による意見等の提出 

・各種台帳（旧土地台帳、戸除籍謄本等）の調査、

実地調査、占有者・関係者からの聞き取り調査 

・立入調査 

・地方公共団体等に対する情報提供の求め 

所有者等探索委員による調査 

・各種台帳の調査 

・占有者・関係者からの聞き取り 

・実地調査等 

登記官による所有者等の特定 

・所有者等を特定することができた場合 
 
 １ 特定された所有者 

    住所 〇〇県･･･ 氏名 法務太郎 

 ２ 特定の理由 

    ～の資料（及び所有者等探索委員の意見）を踏まえ、対象土地 

    の所有者を〇〇に特定した。 

 ３ 調査した資料 

    戸除籍謄本、各種台帳 
 
 ※ 所有者等の特定に関する記録を作成し、登記所に備え付け 

所有者等 

探索委員 

としての 

意見を報告 
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 令和元年度概要 

  １）筆数 全国 ７，７００筆 

       各局   １５０筆（うち、所有者等探索委員活用 ３０筆） 

          ～ 傾向として、西日本（例えば、鹿児島の門割制度・ 

薩摩藩の定期耕地割替[わりかえ]制度） 

  ２）実施地域 長期相続登記等未了土地解消作業実施地域 

         各地方公共団体からの要望（ヒヤリング） 

         本局管内とは限らない 

         １地域に限らない 

  ３）実施期間 令和元年１１月２２日～ 

         年度内に終了することが望ましいが、絶対的な要件ではない 

 

登記官による表題部所有者の登記 

・特定された所有者等を表題部所有者とする登記 

 <登記の例> 

  ①「Ａ」→「住所 Ａ」 

  ②「大字〇〇」→「〇〇市」 

  ③「Ａ外２名」→「住所 持分△ Ａ 

           住所 持分△ Ｂ 

           住所 持分△ Ｃ」 

・例外的に、表題部所有者として登記すべき者がいないときは、その旨及

びその理由（所有者等が特定できなかったこと等）を登記 

所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地等の管理 

所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった

表題部所有者不明土地（所有者等特定不能土地）については、地方裁判所

（執行裁判所）の選任した管理者による管理を可能とする（※）。 

〇当該土地の繁茂した草木の伐採の許可 

〇当該土地の買取りに応ずる権限→売却代金は所有者のために供託 

（供託金が時効消滅した後は、国庫に帰属） 
 

 ※所有者等の探索を行った結果、法人でない社団等に帰属している事が判明 
 したものの、その全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明 
 らかでない表題部所有者不明土地についても、同様の措置を講ずる。 
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土地家屋調査士が表題部所有者の不明土地の所有者探索員となって、法務局登記官

を補助する為には、必要となる項目があります。 

 調査士の日常行動において、業務の依頼者以外の当該対象土地の周辺住民との親和

性、いわば誰とでも壁をつくることなく会話を行えることは、探索を行う上で、売り

の部分となります。しかしながら、その土地を誰々が共有、又は総有してきた経緯に

関する法的な出口に関しては弱いのは事実。 

 例えば民法を学習されたことのある方であれば、昔、権利能力なき社団という用語

をご覧になられたことがあるでしょう。 

 社団としての要件を満たさないために法人として登記が出来ないか、これを行って

いないために法人格を有しない社団のことで、この「任意団体」には財産処分に関す

る代表者設置の規定を持つかどうかによって、法律上の当事者能力を持つこともでき

る場合（民事訴訟法第２９条）もあります。 

 このような地域的な共同活動のために、不動産又は不動産に関する権利等を保有す

る団体に、登記名義人となる途を開いたのが、１９９１年４月の地方自治法改正です。

（同法第２６０条の２他） 

 町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて

形成された団体が、不動産等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規

約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができるようにな

りました。 

  × 生産組合、婦人会、老人会、同窓会 

 → その地域の住民全てが加入できることが条件です。 
 

（参考）登記上の所有権移転原因 

     権利能力なき社団、認可地縁団体名義にする場合、「年月日委任の終了」が

用いられる 
 

 更に平成１８年（２００４年）一般社団法人及び一般社団法人に関する法律による

公益法人制度改革によっても、地域住民の農業用の総有土地、例えば苗田等を一般社

団法人の所有とする自主的な所有者不明土地解消が行われてきた経緯も、知っておか

なければなりません。 

 このような総有土地の一般社団法人、財団法人は公益認定を受けることなく、仮に

村で総有してきた土地を法人名義として売却をしたときは、株式会社等同様に法人税

を納付し、更には株式会社へと移行することも可能です。 

自由度は非常に高いものの、主導権に争いがある時は、このような法人成りは成功

していません。 

 

→ ちなみに、中間法人法に基づいていた中間法人は全て一般社団法人へと移行し

ました。又、類似の特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）はそのまま、社会福祉法

人、学校法人、医療法人、宗教法人と同じく主務官庁の許可制のもとにある特別

法公益法人として、現在も存続しています。 
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→ このような法人関係の実務は、司法書士、行政書士又は難易度の高い構成員の

とりまとめを弁護士の関与によって担われてきました。しかし上述３資格者は、

性格上どうしても在野の先導役に就任なされないようです。 

 

● 変則型登記解消法に基づく所有者等探索委員たる土地家屋調査士として、備えて

おくべき周辺知識について 

 

１）町内会又は部落会を所有権登記名義人等とする登記がされている土地について 

① 土地の状況 

戦時体制の強化を目的として組織された町内会等は、第二次大戦後の昭和２２ 

年５月、「昭和２０年勅令第５４２号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関す

る件に基づく町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為

の制限に関する政令」（昭和２２年政令第１５号。以下「昭和２２年第１５号政令」

という。）が公布・施行され、解散させられました。 

昭和２２年第１５号政令第２条第１項では、旧町内会等が保有する財産は、その

構成員の多数をもって議決するところにより処分すること、同条第２項では、２か

月以内に処分されない土地等については、旧町内会等の区域の属する市町村に帰属

するものとされました。我が国の主権回復に伴い、昭和２７年４月、昭和２２年第 

１５号政令は廃止されましたが、昭和２２年第１５号政令自体が失効しても、それ

により生じた市町村への所有権の帰属などは効力を失わないとされています。  

  

② 情報収集 

登記記録の調査の結果、町内会又は部落会が所有権登記名義人等であった場合、 

戦時中に組織された町内会等の所有であることを明確にするために、現地を確認す 

るとともに、次の手順で情報を収集します。 

ア 自治会長等に聞き取りを行い、所有の実態を把握します。  

イ アと並行して、市町村役場での聞き取り、市町村史の確認等により、さらに

情報を収集します。  

  

③ 解決方法 

昭和２２年第１５号政令に基づき市町村が所有するに至っているとみられる土

地は、事実関係についての所要の調査を経て、市町村の嘱託により、市町村を所有

権登記名義人等とする所有権の登記を進めることとなります。なお、その登記原因

は「昭和２２年政令第１５号第２条第２項による帰属」、日付は「昭和２２年７月３

日」となります。  

  

２）認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例  

認可地縁団体が所有する不動産についての登記の円滑化を図るため、市区町村が

一定の手続を経て発行した証明書を添付することにより、認可地縁団体を所有権の
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登記名義人とする所有権保存の登記を申請し、又は認可地縁団体のみでこれを所有

権の登記名義人とする所有権移転の登記を申請することができるという平成２６

年度地方自治法改正により創設された特例制度。 

① 制度が創られた経緯と制度概要 

平成３年の地方自治法の改正前は、法人格を持たない町内会や自治会等の地縁団 

体は、権利能力を有していないために当該団体の名義で登記することができません 

でした。このため、地縁団体の代表者の個人名義や、地縁団体の全構成員の共有名 

義で登記が行われてきました。その結果、相続発生時などに、「登記記録に記録され 

た所有権が個人のものなのか地縁団体のものなのかを判別することができず、相続 

人が個人に帰属する土地と判断して処分するケース」や、「死亡や行方不明等によ

り相続人が膨大に増える、又は特定ができない相続人が含まれる等のケース」が発

生するなど土地の権利関係が複雑になる事案が発生していました。 

このため、平成３年の地方自治法の改正では、市区町村長の認可を受けた地縁団 

体が法人格を取得し、不動産の所有権登記名義人等になることができる認可地縁団 

体制度が新たに導入されました。一方で認可地縁団体への所有権移転登記は、所有 

権の登記名義人と共同で申請しなければならないため、平成３年の地方自治法改正 

前に代表者の個人名義や構成員の共有名義により登記がされている場合には、所有 

権の登記義務人の全部又は一部が判明せず、認可地縁団体への所有権の移転登記が 

困難となっているケースがあることも明らかとなりました。 

こうした状況において、平成２６年の地方自治法の改正では「認可地縁団体が所 

有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。これにより、認可地縁団体が 

所有しているにもかかわらず、その構成員又はかつて構成員であった自然人を所有

権登記名義人等とする登記がされている場合には、認可地縁団体が所在する市区町

村長に対して、疎明資料を添付して認可地縁団体の所有する不動産である旨の申請

を行い、市区町村長が申請を相当と認めた場合、一定の手続（３ヶ月以上の公告手

続等）を経て証明書が交付されることになりました。このため、こうしたケースで

は、市区町村長が発行した証明書を添付して、認可地縁団体を所有権の登記名義人

とする所有権保存の登記を申請し、又は認可地縁団体のみでこれを所有権の登記名

義人とする所有権移転の登記を申請することが可能となりました（地方自治法第２

６０条の２、同法第２６０条の３８、同法第２６０条の３９）。 

当該制度は平成２７年４月１日より運用され、既に複数の市区町村で公告手続等 

が行われています。  

 

② 特例の活用の流れ 

所有権登記名義人等やその相続人の全部又は一部が把握できない等の理由で、所 

有不動産の所有権保存の登記や移転登記ができない場合には、以下の手続により登 

記の特例を活用します。 

この特例の活用により、相続人の確定作業に要する費用・期間・労力の削減だけ

でなく、所有者が不在者である場合に活用を検討する不在者財産管理制度・訴訟・
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不明裁決制度によらずに解決することが可能となります。  

 

ア 認可地縁団体の設立 

地縁団体が市区町村の認可を受けていない場合は、市区町村の認可を受けて、 

認可地縁団体を設立します。 

イ 事前準備 

市区町村と調整しつつ、申請書類の作成、認可地縁団体名義とする不動産の

所有者の把握や、所在が判明している所有権登記名義人等からの同意の取得等

を行います。 

ウ 総会 

規約に従い、総会を開催し、申請不動産の所有に至った経緯（保有資産目録

又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がない場合に限る。）と特例適用を

申請する議決を行います。 

エ 申請 

以下の書類により、市区町村に申請を行います。 

・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 

・所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書 

・認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録 

  （当該書類に申請不動産の記載がない時は、ウの総会議事録を添付） 

・申請者が代表者であることを証する書類 

・地方自治法第２６０条の３８第１項各号に掲げる事項を疎明するに足りる

資料 

オ 審査・公告 

申請を受けた市区町村は、提出書類の内容等を確認し、要件を満たしていた

場合には、「当該不動産の所有権保存又は移転登記をすること」についての公

告を行います。公告期間は３ヶ月以上とされ（地方自治法第２６０条の３８第

２項）、異議のある登記関係者等は期間内に市区町村に異議を述べることがで

きます。 

カ 証明書の交付・登記 

公告期間内に異議がなかった場合は、公告を実施し異議がなかったことを証

明する書類を申請者（認可地縁団体）に交付します。認可地縁団体はその証明

書をもって、単独で登記所に於いて登記所有権の保存又は移転登記の申請を行

うことができます（地方自治法第２６０条の３８第４項）。  

なお、公告期間において異議があった場合は、市区町村が「異議を述べた者

に係る資格要件」を確認し、資格が認められた場合には、市区町村から認可地

縁団体にその旨を通知し、特例手続は中止されます（地方自治法第２６０条の

３８第５項）。  

なお、「異議を述べた者に係る資格要件」 下記のいずれかに該当すること。  
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・不動産の登記関係者（表題部所有者、所有権の登記名義人、それらの相

続人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）地縁団体が行う共有財産管理について 

① 所有者情報の調査方法 

地縁団体等が共有財産の管理のため、自主的に所有権登記名義人等を団体名義等

に登記したいと考えた場合の方法について紹介します。 

ア 対象となる土地の登記事項証明書により所有権登記名義人等の氏名及び住

所を把握します。 

イ アにより記名共有地であって、共同人名票が入手できた場合は、共同人名票

を確認します。 

ウ ア及びイにより判明した所有権登記名義人等の氏名及び住所を基に、住民票

の写し等や戸籍謄本等の取得により、所有者の特定を進めます。 

エ 上記の調査と並行して、関係者等に聞き取りを行い、所有の実態を把握しま

す。聞き取り対象者は、所有権登記名義人等やその相続人のほか、森林組合、

農業委員会等の関係者や、近隣住民、集落代表者などが考えられます。 

また、市区町村役場での聞き取り、市区町村が保有する地縁団体台帳、墓地 

であれば墓地開設当時の使用者名簿、市区町村史の確認によりさらに情報を

収集します。なお、住民票の写し等は、正当な理由がある場合に請求できる

こととなっています（住民基本台帳法第１２条の３第１項）が、正当な理由

として、相続手続等に当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票

の写し等を取得する場合などが該当しうるとされています。 

 

② 土地所有者が把握できなかった場合の解決方法 

ア すでに認可地縁団体として登録している団体の場合 

所有権登記名義人等又はその相続人の全部又は一部の所在が知れないなど

により、所有する不動産の所有権保存の登記又は移転の登記ができない場合、

地方自治法に基づく登記の特例の活用を検討します。  

・不動産の所有権を有することを疎明する者 
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イ 自治会・町内会（認可地縁団体以外） 

地方自治法に基づく市区町村の認可を受けていない自治会・町内会である場

合は、「認可地縁団体」としての法人格を取得した後に、上記「ア すでに認

可地縁団体として登録している団体の場合」に記載した手続を行うことを検

討します。 

 

４）所有権登記名義人等やその相続人が外国に在住している土地  

 ① 土地の状況 

登記記録に記録された住所が外国である場合のほか、登記記録に記録された住所 

から外国に転出等しているものの、登記記録が変更されていない場合には、所有権 

登記名義人等又はその相続人について、住民票の除票の写し等や戸籍の附票の（除 

票の）写しを確認することによって、外国居住者であることが判明する場合があり 

ます。なお、住民票の除票の写し等や戸籍の附票の（除票の）写しには、海外の住

所までの記載が求められていないこともあり、国又は地域の名称までの記載にとど

まることもあります。 

また、住民票の除票や戸籍の附票の除票の保存期間は消除された日から５年間で

あることから、保存期間満了後は所有者が居住する国又は地域も把握することがで

きない場合や、終戦前に本土から転出し、終戦後に戸籍を持ち帰っていない場合も

あります。こうした場合には、登記記録上の住所地において近隣住民等への聞き取

り調査を行います。  

  

② 探索方法 

所有権登記名義人等又はその相続人が外国に在住していると判明した場合、 

ア まずは親族や知人に対する聞き取りを行います。 

イ 次に当該国に日本人会・県人会等の組織があれば都道府県の国際課等を通

じて照会を行います。 

 

③ 外務省の「所在調査」を活用 

対象者の国籍が日本国籍のままで生存が見込まれること、３親等以内の親族や官

公署等しか利用できないことに留意が必要です。  

  

④ 売買契約等に伴う書類の作成 

②の結果、所有権登記名義人等やその相続人が外国に在住していることが判明し

た後は、売買契約書、委任状、遺産分割協議書、遺産分割証明書、相続分譲渡証明

書等の作成や所有権移転登記等を行うことになりますが、それらにおいては、基本

的には、記名押印が必要となり、さらにその印影を市区町村が発行する印鑑登録証

明書により証明することが必要となります。  

この場合に、外国在住者については、国内の市区町村で印鑑登録がされていない 

こともあることから、印鑑登録証明書に代わって、本人の署名について現地公証人 
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の証明や領事その他日本の出先機関の証明を受けることにより、対応することが可 

能な場合もあります。 特に、居住地が領事館等から遠方にある場合には、現地公証

人による証明を利用することにより、事務的な負担を軽減することができます。 

また、相続人が外国に在住している場合であって、遺産分割協議書により対応す

るときは、同一の協議書に相続人全員の記名押印等が必要となるため、その書類の

送付等に手間や時間が発生しますが、遺産分割協議証明書により対応すれば、相続

人それぞれにメールにて様式を送付し、署名証明した書類を受ければよいため、 特

に外国に相続人が在住している場合はこの方法により効率化を図ることができま 

す。 

  

⑤ 所有者を特定することができなかった場合の解決方法 

所有者が不在者である場合には、不在者財産管理制度の活用を検討します。なお、

不在者財産管理人選任の申立て後に、家庭裁判所から資料の追加提出を求めらるほ

か､家庭裁判所において必要な調査（家族や入国管理局への照会などが考えられま

す。）を行うこともあります。また、土地収用法に基づく事業認定（都市計画法にお

ける事業認可等も含む。以下同じ。）を得た事業の場合には、不明裁決制度の活用を

検討します 

 

５）解散等をした法人が所有権登記名義人等となっている土地について 

① 土地の状況 

法人名義で登記されている土地であって、当該法人が既に解散している場合には、 

所有権移転等の手続が困難になる場合があります。なお、法人の解散の有無につい

ては、当該法人の登記を確認します。なお、取締役等について長らく変更されてい

ない場合などは法人としての活動が停止されている可能性が高いものと考えられ

ます。  

  

② 解決方法 

法人には、株式会社、一般社団・財団法人、宗教法人、医療法人等がありますが、 

いずれも会社法（平成１７年法律第８６号）、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（平成１８年法律第４８号）、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）、

医療法（昭和２３年法律第１０５号）等の法律に基づき設立されます。また、各法

人の根拠法において、各法人に係る設立、解散、清算等について規定されており、

解散した法人については、原則として根拠法において規定される清算人制度を活用

して、解散後に存続する財産について清算を進めることとされています。 

このように清算中の法人について、清算人を一人でも把握することができる場合 

には、当該清算人を相手に売買契約等を進めていくことになります。一方で、戸籍 

等の確認により、清算人の全員について、死亡が確認された場合には、裁判所に対 

して清算人選任の申立てを行う必要があります。たとえば、株式会社の場合には、 

会社法第４７８条の規定に基づき就任し、又は裁判所により選任される清算人との
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間で売買契約手続等を進めていくことになります。 

なお、裁判所に対して清算人の選任申立てを行った場合には、清算人が選任され 

た後に清算人の申請により法人登記簿へ清算人の登記をした上で、売買契約の締結、 

所有権移転登記を行うことになります。また、清算法人について、清算の事務が終 

了すると、清算人の申請により清算結了登記が行われ、これにより当該法人の登記 

は閉鎖登記簿となります。 

清算結了登記を行った法人であっても、登記名義のある土地が残っている場合に 

は、清算人の選任申立てを行うことが可能とされていますが、清算人の選任申立て 

を行うに当たっては、法人の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。なお、閉 

鎖登記簿の保存期間は２０年とされていますが、保存期間満了後も閉鎖事項証明書 

の取得が可能となる場合がありますので、法務局（登記所）への確認が必要です。 

また、法人の根拠法令が古く、すでに廃止されている場合もありますが、清算人制

度に係る規定については経過措置規定が置かれていることにより、引き続き当該 

制度の活用が可能となっていることがあります（産業組合法（明治３３年法律第３

４号）に基づく産業組合の名義になっている土地など）。 

 

６）記名共有地について 

① 土地の状況 

表題部の所有者欄に「Ａ外○名」とあるのみで、その共有者の住所氏名が登記さ

れていない土地をいわゆる記名共有地といいます。これらの土地は、個々人の共有

物である場合もありますが、墓地や山林が入会地として集落等で所有管理されてい

た土地の場合もあります。共同所有の形態は前者が｢共有（狭義）｣、後者は｢総有｣

であることが一般的であり、それぞれ解決方法が異なります。  

  

② 権利者の特定と情報収集 

登記記録の調査の結果、記名共有地であった場合、共同所有の形態を判断するた

めに、現地を確認するとともに、次の手順で情報を収集します。 

ア 共同人名票が入手できた場合には、共同人名票を確認し、共有者を探索し

ます。また、登記記録、閉鎖登記簿、旧土地台帳の調査を行い、最初の名

義人から現名義人までの名義人と登記原因を確認します。 

イ 表題部所有者や共同人名票に記録された共有者の氏名や住所を基に土地

所有者の特定を行います。また、記名共有地については、共有者自身、自

己の財産という認識がなく、このため当該共有者が死亡後も相続登記の手

続などが行われないまま、名義が残っている場合も多いと考えられます。 

そうした場合には、当該共有者の相続人の調査を行う必要が高いと考えら

れます。 

ウ イと並行して相続人、関係者、自治会長等に聞き取りを行い、所有の実態

を把握します。 

エ ウの結果、総有の可能性が高い場合は、市町村役場での聞き取り、市町村が
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保有する地縁団体台帳、墓地であれば墓地開設当時の使用者名簿、市町村

史の確認等により、更に情報を収集します。  

  

③ 共有者の意思形成 

ア 共有（狭義）の場合 

共有者内部の意思形成の在り方については、その行為の内容によって異な

り、共有物を処分したり、変更を加えたりする場合には共有者全員の同意（民

法第２５１条）、共有物を管理する行為であれば、持分の価格の過半数の同

意が必要とされています（民法第２５２条）。なお、共有物の保存行為につい

ては、共有者単独で行うことができます（民法第２５２条ただし書）。 

共有物を変更する行為とは、性質若しくは形状、又はその両者を変更する

ことであり、共有物を処分したり、変更したりするには共有者全員の同意が

必要です。 

具体的には、 

・土地を売却すること 

・用益物権（地上権等）の設定・解除を行うこと 

・田を畑にするなど土地の形状の変更をすること 

・森林を主伐すること  などが当たるとされています。 

過半数の同意が必要な共有物を管理する行為とは、目的物を、その性質を変

えないで利用改良する行為であり、具体的には、 

・森林を間伐すること などが当たるとされています。（ただし、間伐材等

の販売は共有物の処分に当たります。） 

なお、ここでいう過半数とは持分の価格の割合によることに注意が必要です。 

また、共有者単独で行うことのできる保存行為とは、物の現状を維持する行

為であり、具体的には、 

・共有物の修繕 などが当たるとされています。  
  

＜参照条文＞ 

 民法 

（共有物の変更） 

 第２５１条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えること

ができない。 

（共有物の管理） 

第２５２条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格

に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる 

 

  イ 総有の場合 

一定の要件を満たす地縁団体等の構成員の総有に属する土地については、予

め定められた財産処分に関する規約等に従って処分できることがあると考え

られます。  
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 ④ 解決方法 

②の情報収集により、共同所有の形態を判断し、それぞれ以下の方策を検討しま

す。ここでは、特に登記を伴う場合を想定した解決方法を示します。  

ア 共有（狭義）の場合 

共有者全員が特定できた場合、表題部所有者の更正登記申請を行うよう依

頼し、表題部所有者が更正された後、共有者全員の同意の下で当該土地の売

買契約等を締結するか、全ての共有者との間でそれぞれ個別に当該土地の共

有持分に係る売買契約等を締結することになります。 

また、登記官が円滑に表題部所有者を認定することができるよう、登記官

との綿密な打合せや添付書類を整えることが必要となります。また、土地の

一部を用地取得する場合で、一定数の相続人の協力が得られている場合は、

当該相続人から共有持分を取得した上で共有物分割請求訴訟を行い、事業に

要する用地のみを取得する方法を検討します。 

共有者に不在者がいた場合には不在者財産管理制度、当該共有者が既に死

亡し、その相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産管理制度を

それぞれ活用して、更正登記をした上で売買契約等を行います。 さらに、土

地収用法に基づく事業認定を得た事業である場合は不明裁決制度の活用を

検討します。  

  

イ 総有の場合 

共有者全員を特定することができた場合、共有（狭義）と同様、共有者全

員の名義へ更正登記を行った後、当該土地の売買契約等を締結することにな

ります。 しかし、共有者や相続人が極めて多数にわたる場合は、以下の方策

の検討を行います。 

・認可地縁団体構成員と共有者の範囲が一致している場合など、認可地縁団

体の所有といえる場合は、地方自治法に基づく登記の特例を活用し、市区町

村の証明により所有権の保存又は移転の登記を行う方策の検討。 

・入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の活用により都道

府県知事の認可を得て、所有権移転登記を行う方策の検討。  

 

入会林野に係るすべての入会権者の合意によって入会林野整備に関する計画を

定め、都道府県知事の認可を受けることで、その計画に沿った入会林野の権利関

係の整備が可能となる。具体的には、現在の入会権者の共有名義とする、入会地

を現在の入会権者へ区割りし、個人名義で登記する、生産森林組合を設立し法人

名義で登記することが想定される。 

 

・表題部所有者を被告とする所有権確認訴訟を提起し、確定した確認判決を

もって保存登記の申請を行う方策の検討。 

さらに、共同所有者やその相続人が不在者であった場合には不在者財産管
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理制度、それらの者が既に死亡し、その相続人のあることが明らかでない場

合には相続財産管理制度をそれぞれ活用することや、土地収用法に基づく事

業認定を得た事業である場合は不明裁決制度の活用を検討します。 

 

表題部の所有者欄に「甲外何名」と記載されている場合において、「甲」のみを被

告とする所有権確認訴訟に勝訴した者が、当該訴訟の判決書を申請書に添付して、

所有権の保存登記の申請をしたときは、以下の要件を満たすものに限り、便宜上、

当該判決書を登記法第１００条第１項第２号にいう判決として取り扱っても差

し支えないものとされている（平成１０年３月２０日付民三第５５２号法務省民

事局民事 第三課長通知） 。 要件：対象土地が記名共有地 

 

７）共有惣代地について 

① 土地の状況 

表題部の所有者欄に｢共有惣代Ａ｣、「共有惣代Ａ外○名」などとあるのみで、その 

共有者の住所・氏名が登記されていない土地を共有惣代地といいます。こうした共 

有惣代地は、狭義の共有の場合は少なく、集落等で所有管理されていたものが多い 

と考えられます。  

  

② 権利者の特定と情報収集 

登記記録の調査の結果、共有惣代地であった場合、記名共有地と同様に、権利者

の特定と情報収集を行います。  

  

③ 解決方法 

記名共有地の総有の場合と同様の解決方法を検討します。 

 

８）字持地  

① 土地の状況 

表題部に「大字Ａ」又は「字Ａ」などと記録された土地を字持地といいます。こ 

れらの土地はかつて地域の共同体の財産であった場合が多く、地方自治法の財産区 

（地方自治法第２９４条）が所有する土地になっていることが多いと考えられます。  

  

② 情報収集 

登記記録の調査の結果、字持地であった場合、財産区の所有であることを明確に 

するために、現地を確認するとともに、次の手順で情報を収集します。 ただし、字

持地として登記されている場合でも、実態が共有地等であった例もあるため、安易

に判断することには注意が必要です。 

ア 自治会長等に聞き取りを行い、所有の実態を把握します。 

イ アと並行して、市町村役場での聞き取り、市町村史の確認等により、さらに

情報を収集します。  
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 ③ 解決方法 

②により、財産区の所有であることが確認された場合には、「財産区」を所有権登

記名義人等とする所有権の登記を行うこととなります。つまり、例えば「字みちの

く」という登記名義人になっている場合は、「財産区みちのく」を所有権登記名義人

等とする登記をすることになります。これをするに当たっては、財産区の登記の嘱

託は市町村が行うこととなっているため、市町村と十分な調整を行います。なお、

財産区の所有であることの説明資料については、登記所と十分な調整を行うことが

必要です。 

また、戦時体制の強化のために組織された部落会や町内会が所有していたと判明 

した場合には、市町村を所有権登記名義人等とする登記を行います。 

 

財産区の執行機関は市町村であることから、売買契約の締結や登記手続等の事務

は市町村が行うこととなる。財産区で議決を要するものについても市町村議会が

行うこととなるが、条例等により財産区の議会や総会を設置して議決をさせるこ

とができる（地方自治法第２９５条）。また、諮問機関として、条例等により財産

区管理会を設置することができる（同法第２９６条の２）。このため、財産区ごと 

に議決を得る方法が異なることに注意が必要である。 

 

９）表題部のみ登記がされている土地  

① 土地の状況 

登記事項証明書の表題部のみに記載があり、権利部の記載がされていない土地で 

す。表題部所有者欄に所有者の氏名のみで住所が記載されていない場合もあります。 

なお、表題部所有者として「Ａ外○名」（記名共有地）、「共有惣代（Ａ外○名）」 

（共有惣代地）、「大字Ａ」「字Ａ」（字持地）の記載がある場合は、６）～８）を参

照してください。  

  

② 解決方法 

登記事項証明書の表題部所有者欄に、住所の記録がある場合には、その住所が所 

在する市区町村から表題部所有者の住民票の写し等を入手して、表題部所有者の存 

否を確認します。当該表題部所有者が死亡している場合には、戸籍謄本等や周辺住 

民への聞き取りにより、その法定相続人を調査し、当該法定相続人を所有権の登記 

名義人とする所有権保存登記を行うことができます。公共事業においては、買収者 

が被買収者に代位して法定相続人名義による所有権保存登記を嘱託することがで

きます。また、表題部所有者欄に住所が記録されていない場合は、周辺住民への聞

き取りを行います。 

また、上記調査により確認された所有者が不在者である場合は、不在者財産管理 

制度の活用を検討します。売買契約を行う場合は、不在者財産管理人と契約締結し

た上で、所有権登記名義人等を被告として、その所有権移転手続請求訴訟を行い、

判決に基づいて登記の申請を行います。 
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１０）未登記の土地  

① 土地の状況 

表題登記が行われていない土地であり、実体的には以下の場合が想定されます。 

・国や地方公共団体が所有する土地で、登記が行われていない土地 

・国や地方公共団体以外の者が所有する土地で、登記が行われていない土地  

  

② 解決方法 

現地確認や聞き取りにより、土地の状況を把握します。所有者が判明した場合に

は、その者が所有権を有することを証明する情報を提供することにより、表題登記

の申請をすることとなりますが、現在のところ実務慣行はありません。 国又は地

方公共団体の所有であるとの情報を得た場合は、国の地方支分部局等へ照会等を行

います。例えば国有林野であるとの情報が得られた場合は、森林管理局から境界基

本図の写しを入手し、公図等と比較します。 

 

 

土地家屋調査士が彼等との協働によって地域住民のとりまとめ、世話役に徹するこ

とで、このような法人成りが相当なのか。・・・・（ア） 

 特定の個人名義として登記官の認定を補助するか。・・・・（イ） 

 所有者は不明であると判断するか。・・・・（ウ） 

 

● 所有者を特定することができなかった土地について、適切な管理を可能とする制

度を創設する。 

今回の適正化法の目的は、相手を特定し（ア・イ）又は特定できないと判断（ウ）

することで、公共事業を進める上で当該土地を利用、使用することが必要ならば、一

歩前進する為に用意したものです。 

特に（ウ）の場合、近々しかるべきスポット管理者を地方裁判所が選任し、新たな

財産管理制度として管理者が使用料を代理受領したり、場合によっては行政等へ処分

し、その代金を代理受領し、供託等をする新しい手続を用意します。 

この管理者イメージは、現在も家庭裁判所によって選任されている相続人不存在の

場合の相続財産管理人制度や、不在者財産管理人制度と異なり、当該土地一筆のみの

スポット管理者です。 

この取扱いには、その土地の上述ア、イ、ウの検討経緯を受け継いだ土地家屋調査

士が携わることが最も相当ではないかと土地家屋調査士業界としては対応策として

提言してまいりますが、これについては来年以降の法制度にお任せすることになりま

す。 

ただし、不在者財産管理人しかり、相続財産管理人の両制度（他に、不在者の失踪

宣告制度もあります）は、多くの弁護士、司法書士が選任された後、関係者への催告、

公告等の手続を終えると共に、相続の場合、特別縁故者への帰属検討を経由して、そ

の間に権限外行為の申立をすることにより、売却換価がスムーズに行える場合（権限
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外行為許可の審判）もありますが、１～２年の時間を要して全国の財務局へその対象

人物の全物件を国庫帰属するとされているのですが、公共事業の事業者が利害関係人

となって家裁へ申立てできるわけではない為、今回の適正化法によるスポット管理者

による簡便な利用権設定、又は処分協力に大いに期待が集まっていくことと考えます。 

 

なお、市町村が利害関係人として認められる場合としては、固定資産税が滞納にな

っており、被相続人や不在者に対する債権を有している場合等があります。 

今回の適正化法の対象土地は、課税価額が基準以下のスポット物件が多いのではな

いでしょうか。本来の利害関係人の協力が得られないと、申立すら出来ません。利害

関係人が誰かすらわからない土地に関する新法ではないかと察するところ、この適正

化法のベルトコンベアーに載せるよう、物件のピックアップを市町村のみなさんが努

めていただくところから、この法の目的するところは成果を生んでいくこととなりま

す。 

 

 

 

ＴＯＰＩＣＳ 
 

【過去帳】 

  明治５年の戸籍法の施行より以前、宗門人別改帳という幕政上の戸籍類似の資料

よりも現存している可能性の高いものとして、檀那寺等に保管されている檀家、信

徒の死者の俗名（法名）、死亡年月日、年齢などが記入されている帳簿があります。 

  江戸時代には、民衆は、いずれかの寺院の檀家となるよう義務付けられていまし

た。 

 鬼籍（きせき）、点鬼簿（てんきぼ）、冥帳などともいいます。 

 実際には、古い仏壇をのぞくと、栗板（くりいた）と称する一人一人の故人の鬼

籍を墨書きした収納棚等（見台）が整然と納められているお宅もあります。 

  但し、各家の先祖代々の家系図が一目でわかってしまう為、個人情報保護の観点

から、寺側としてもなかなか閲覧の協力をしてくれないという実状があり、親族の

協力なくしては難しい作業となります。 
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技術革新と
不動産登記

2019.11.30 
日本登記法学会 第4回研究大会 

日本司法書士会連合会 
不動産登記法改正等対策部・情報戦略対策部 部委員 山 内 鉄 夫

登記技術と
技術革新の

歴史
55



昭和63年

東京法務局板橋出張所においてパイロットシステムとして、不動
産登記における情報管理装置としてコンピューターを稼働 

いわゆる乙号事務である情報のアウトプットの事務効率化を実現

平成16年
不動産登記法改正により、平成17年より従来の出頭主義を排し 
オンライン申請を規定 

いわゆる甲号事務である情報のインプットの事務効率化を目指した 

同法改正により、従来申請書副本との代替を可能としていた登記原
因証明書を必須の添付情報とした 

同法改正により、資格者代理人の職責を担保として資格者代理人作
成の本人確認情報に、登記済証・登記識別情報添付の代替効果を付
与した
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平成20年
不動産登記令により、一部の添付情報を法務局に提出する 
方法によるオンライン申請方式を規定した（特例法式） 

公的個人認証制度の普及が遅れオンライン申請の利用が進ま
なかったため 

必須の添付情報である登記原因証明情報は申請情報と併せて
オンライン送信する

平成28年

更なるインプットの事務効率化を図るため、資格者代理人の
職責を担保として、申請代理人である資格者代理人が添付情
報に電子署名をして送信すれば添付情報の提出を不要とする
オンライン申請方式（資格者代理人方式）の検討が開始され
る。V30方式の導入効果を最大限にするためにも早期の実施
が期待される
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不動産登記における
ブロックチェーンの

可能性

登記
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登記

申請情報

データの変更等申請人・司法書士

データベース
検索や蓄積が容易にできるよう整理された情報の集まり

データベース - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9

MySQL 
PostgreSQL 

Oracle 
IBM DB2 

富士通 Symfoware

ブロックチェーン？
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登記で利用するデータベース

申請情報

既存のデータベース ブロックチェーン

どちらでも良い

ブロックチェーンは 
データベースなので

しょうか？
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ブロックチェーン
•「ダボス会議」で知られている世界経済フォーラムに

よる解説動画(https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0) 

•パブリックブロックチェーンについて「オープンで
脱・中央集権的なデータベース」と説明しています 

•IBMによるプライベートブロックチェーンの解説動画
(https://www.youtube.com/watch?v=RlpuSPZAmT0) 
•「ブロックチェーンは取引データを確認して記録す

るデジタル技術です」と説明し、データベースとい
う用語を避けています

「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/

使い所が大きく異なる
ブロックチェーン技術は、大量のデータ
を管理/分析する用途や、関係データ
ベース（リレーショナルデータベース）
を前提としたデータモデリング手法に基
づいて複雑なデータモデルを表現する用
途には向いていません 
「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/

登記情報は複雑なデータモデルです
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ブロックエクスプローラー
•ブロックエクスプローラ  
•https://www.blockchain.com/ja/explorer 
•ブロックチェーンに記録されたデータをデー

タベース管理システムに転送してサービスを
構築しています 

•ブロックチェーン技術とデータベース管理シス
テムは、それぞれの使いどころがある技術とい
う訳です

「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/

ブロックチェーンが得意な部分
ブロックチェーンは標準機能として耐故障性と耐改ざん性を
備え、サイバー攻撃や内部不正に強い

「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/62



原本のための技術
特に耐改ざん性や耐故障性や高度なセ
キュリティが求められるデータの記録/
保存のためにブロックチェーン技術を使
うアプローチはあり得るでしょう 
ブロックチェーンはいわばデータの 
「原本」のための技術といえます

「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/

登記に使える
のかどうか考
えてみる
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耐故障性・耐改ざん性
ブロックチェーンは標準機能として耐故障性と耐改ざん性を
備え、サイバー攻撃や内部不正に強い

「ブロックチェーンはデータベースではない」件について | さくらのナレッジ https://knowledge.sakura.ad.jp/7634/

追加されたデータの真正性

登録

登録

嘘

管理者がいない
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登録

管理者が必要

申請情報 審査

耐故障性
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耐改ざん性

改ざん

Bitコインの取引か
らブロックチェー
ン上での不動産取
引を推測してみる
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トランザクション

Aさんの公開鍵

ハッシュ

Zさんの署名

トランザクション

Bさんの公開鍵

ハッシュ

Aさんの署名

トランザクション

Cさんの公開鍵

ハッシュ

Bさんの署名

Aさんの秘密鍵 Bさんの秘密鍵 Cさんの秘密鍵
署名 署名

確認 確認

(取引) (取引) (取引)

トランザクション
Z A B C

Bitcoinの仕組み - ビットコインの仕組み：Bitcoinを技術的に徹底解説！ https://bitcoin.peryaudo.org/design.html

ブロックチェーン

前のブロックのハッシュ値

トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション

ブロック
前のブロック
のハッシュ値

トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション
トランザ
クション

ブロック
noncenonce
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Bitcoinの取り引き

アドレス:1abc アドレス:1xyz

P2Pネットワーク

アドレス:1xyzへ1BTC送りたい。

既存の取り引きと矛盾がないかチェック 
ブロックチェーンに追加

1BTC振り込み
1BTC引き落とし

不動産の取引に置き換えてみる

アドレス:1abc アドレス:1xyz

P2Pネットワーク

アドレス:1xyzへ家の権利を送りたい。

既存の取り引きと矛盾がないかチェック 
ブロックチェーンに追加

家の権利の追加
家の権利の削除

68



項目の比較

項目の比較
ビットコイン 登記

トランザクション 登記の申請情報

ブロック 綴られた申請書

前のブロックのハッシュ値 該当なし
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対象物
ビットコイン 単一の仮想通貨の移転の状況 

誰が誰に◯◯ビットコイン移転した

不動産登記
約2億3000万筆戸の土地建物の移転、担保権の設定など 
誰が誰にどの不動産を全部(or一部)移転した 
誰が誰にどの不動産に担保権を設定した

サイズ

登記の申請情報
約350キロバイト

≒
350,000バイト

トランザクション
約250バイト
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登記情報を見るために
• 現行のシステム 

• 物件ごとに記録されたデータを検索 
• ブロックチェーンを利用したとすると 

• トランザクション（申請情報）から見るたびに物件情
報を検索する 

• 例えば、申請書の束から該当の物件を抽出して権利関
係を再構築して表示する 

• ブロックエクスプローラーのようなものを作る 
• ブロックエクスプローラーの改ざん対策は？ 
• 誰が管理する？

登記に必要な形態のブ
ロックチェーンもあるかも
しれないし、作れるかも
しれませんが、ブロック
チェーンである必要がある
のでしょうか
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スマートコ
ントラクト

スマートコントラクトとは
スマート・コントラクト（Smart contract）とは、契
約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を意図したコン
ピュータプロトコルである 

スマートコントラクトには第三者を介さずに信用が担保
されたトランザクションを処理できるという特徴がある 

1994年にニック・スザボ（英語版）により提唱された 

ブロックチェーンおよび暗号通貨の主要な用途の一つで
もある

スマート・コントラクト - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/
%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%8872



イメージ

自動販売機に

お金を入れると

商品が出てくる

この仕組みは、自動販売機のように利用者が硬貨を投入し、飲み物のボタンを選択した瞬間に売買契約が成立するイメージに似ています。 
スマートコントラクトとは 【bitFlyer（ビットフライヤー）】 https://bitflyer.com/ja-jp/glossary/smartcotract

仲介者が不要になる
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仲介者が不要になる

不動産の取引(日本)

•お金のやり取りは、売主買主が直接する 

•物件の引き渡しは、売主買主が直接する 

•エスクローサービスを利用する習慣があ
るなら仲介者（エスクロー）は不要にな
るけれど、、、
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不動産の取引
売主 買主

申し込み

承諾

契約書に署名押印

手付金支払い

必要書類交付

残代金支払い

引き渡し

登記申請

不動産の取引
売主 買主

申し込み

承諾

契約書に署名押印

手付金支払い

必要書類交付

残代金支払い

引き渡し

登記申請
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現実のお金の動き

設定
銀行買主売主抹消

銀行

設定
銀行買主売主抹消

銀行

契約書上のお金の動き

13 2

1 2 3

現実と契約の齟齬が
明確になってしまう
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ブロックチェー
ンを使うために
はスマートコン
トラクトは必須

•情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT 政策
委員会 基本戦略ワーキンググループ ブロッ
クチェーン活用検討サブワーキンググループ 
取りまとめ 

•単に既存のデータベースの代わりとして
データを 登録するためだけにブロック
チェーン技術を活用するメリットは少ない
と考えられる。他方、スマートコントラク
トを活用して処理の自動化、 前後の業務プ
ロセスとの連携を行う場合や、（以下略）

http://www.soumu.go.jp/main_content/000496919.pdf#page=21 77



ブロックチェーンとスマート
コントラクトを利用する

•不動産の情報がブロックチェーン上に記録さ
れていること 

•スマートコントラクトが実装されること 
• 何を自動化する？ 
• 引き渡しも、支払いも面前で直接行なっ

ているし 
• 登記まで、その場で瞬時に完了すること

を求めているのでしょうか

実際は、、、
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10年後の状況は不明です
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まとめ
解決すべき問題点

当事者が自ら行う登記や、登記名義人が関与しない登記等に
ついて、Ｐ２Ｐを基盤とする登記制度ではどのように取り扱
われることになるのか 

技術的問題があるのではないか 

→万能のマスターを創造した場合、システム全体に対する信
頼が揺らぐのではないか 

法的な裏付けはどうするのか
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現在行われている登記
をざっと見回してみても

登記名義人が自ら行う登記 
ex.所有権登記名義人住所変更登記 

登記名義人が手続に全く関与しない登記 
ex.相続を原因とする所有権移転登記 

登記名義人が手続には関与するものの、直接手続するもので
はない登記 
ex.仮登記名義人の承諾情報を添付して行う、 
 利害関係人からの仮登記抹消登記 

登記名義人が手続には全く関与せず、第三者が行う登記 
ex.職権登記 
ex.差押登記 
ex.休眠抵当権の利害関係人からの抹消登記
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現在行われている登記をざっ
と見回してみても

登記名義人が自ら行うべき登記を、第三者が行う登記 
ex.代位者が行う、所有権登記名義人住所変更登記 

登記名義人と権利者が共同して行うべき登記を、片方の当事者が行う登
記 
ex.判決に基づく、時効取得を原因とする所有権移転登記 

登記名義人と権利者が共同して行うべき登記を、第三者が行う登記 
ex.代位者が行う、売買を原因とする所有権移転登記 

など、単純な構造のものから、高度な法律判断と複雑な手続が必要な
ものまで多種多彩である

登記手続を技術的に簡素化するこ
とは可能であるし、またそうすべ
きであるが、手続に至るまでの実
体法や手続法の世界は、法律の専
門家がその使命と職責に基づい
て、必要に応じて代理あるいは後
見的に関与すべきである
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ご清聴ありがとうござ
いました
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次 第 
議長選出 
議事録署名人選出 
議事 
第１号議案 平成３０年度事業報告及び収支決算報告承認の件 
第２号議案 規約の一部改正案承認の件 
第３号議案 役員選任の件 
第４号議案 令和元年度事業計画及び収支予算案承認の件 

 
 
 
資 料 
日本登記法学会顧問名簿  

日本登記法学会 令和元年度通常総会資料 





第１号議案 平成３０年度事業報告及び収支決算報告承認の件

平成３０年度事業報告

１．日本登記法学会設立
平成３０年１２月８日通常総会決議により、日本登記法研究会は、日本登記法学会へ組

織替えにより移行した。

２．第３回研究大会開催
平成３０年１２月８日（土）（午前１０時から午後５時半まで）開催した。
開催内容は次のとおり

場所 司法書士会館地下１階 日司連ホール
共催 日本登記法研究会・日本司法書士会連合会・日本土地家屋調査士会連合会
後援 法務省
（午前の部）
内容 テーマ：「動産・債権譲渡登記の未来」
研究報告①：小野絵里（司法書士）
研究報告②：白石大（早稲田大学大学院法務研究科教授）
総括：池田眞朗（日本登記法研究会顧問・武蔵野大学副学長・法学部長）
（午後の部）
テーマ：「不動産登記の真正の担保」
研究報告①：七戸克彦（九州大学大学院法学研究院教授）
研究報告②：植木克明（司法書士）
研究報告③：原田克明（土地家屋調査士）
質疑応答：コーディネーター 小西飛鳥（平成国際大学法学部教授）
総括：鎌田薫（日本登記法研究会顧問・前早稲田大学総長）
全体総括：道垣内弘人（日本登記法研究会顧問・

東京大学大学院法学政治学研究科教授）
敬称略

３．日本登記法学会理事会の開催
第１回：平成３０年１２月８日（土）午後０時１０分から午後０時３０分
第２回：平成３１年３月２８日（木）午後４時から午後６時
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（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

普通預金 正味財産

合　計 合　計

（単位：円）

資産の部 普通預金

合　計

負債の部

合　計

正味財産の部 合　計

（単位：円）

監事 　　大久保　拓也 (印)

監事 　　内　藤　　卓 (印)

令和１年1１月１日

財産目録
（令和1年9月30日）

監査報告

　平成30年度収支決算報告書の記載金額は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び
資産、負債の状況を正しく示していることを認める。

収入－支出

小　計

雑費

貸　方 借　方

貸借対照表
（令和1年9月30日）

通信費

事務用品費

第3回研究大会費

ホームページ管理・改修費

その他

第3回研究大会参加費

小　計

前期繰越金

支　出 金　額

収支決算書

金　額

助成金

収　入

（平成30年4月1日～令和1年9月30日）
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第２号議案 規約の一部改正案承認の件

【提案趣旨】

日本登記法学会規約の一部を「規約一部改正案」のとおり改正したいので、その承認を

求める。

なお、字句修正については理事長に一任されたい。

【提案理由】

日本登記法学会が設立され１年を経過し、本日は設立後初の研究大会を迎えることがで

き、今後ますますの発展が期待されます。

ところで、現行規約は詳細な手続きが記され、公正かつ厳格な学会運営を行うことがで

きる一方、煩雑な手続きにより速やかな意思決定が疎外される虞があります。

そこで、今回の改正案は下記の内容を有しております。

① 総会の権限を縮小し、その多くを理事会に委ねることにより適時の意思決定を可能に

すること。

② 申込書、議事録等書面による手続規定を一新し、 、メールを通じた電磁的コミュニ

ケーションによって事務・意思決定を可能にすること。

③ 会費を徴収するに当たり、未納者の処分を簡便にすること。
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日本登記法学会 規約一部改正案

旧 条 文 改 正 案

第１章 総 則 第１章 総則

第１条（名称） 第１条（名称）
本学会は、「日本登記法学会」 本学会は、「日本登記法学会」

と称する。 と称する。

第２条（事務局） 第２条（事務局）
本学会の事務局は、理事会で 本学会の事務局は、理事会で定

める地に置く。 める地に置く。

第３条（目的） 第３条（目的）
本学会は、登記制度に関する 本学会は、登記制度に関する諸

問題についての調査、研究並び 問題についての調査、研究並びに
啓発を通じて、登記制度の適切 啓発を通じて、登記制度の適切な
利用促進を図り、もって登記制 利用促進を図り、もって登記制度
の健全な発展に貢献することを の健全な発展に貢献することを目
的とする。 的とする。

第４条（活動） 第４条（活動）
本学会は、前条の目的を達成 本学会は、前条の目的を達成す

るため、次の活動を行う。 るため、次の活動を行う。
（１）登記に関する法的問題の調 （１）登記に関する法的問題の調
査、研究並びに啓発 査、研究並びに啓発
（２）学会研究会誌その他刊行 （２）学会研究会誌その他刊行物
の発行 の発行
（３）シンポジウム及び講演会 （３）シンポジウム及び講演会等
の開催 の開催
（４）登記に関する諸問題に関 （４）登記に関する諸問題に関す
る意見の公表及び国、地方公共 る意見の公表及び国、地方公共団
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体等への提言 体等への提言
（５）内外の関連団体及び研究 （５）内外の関連団体及び研究会
等との協力体制の構築、連携 等との協力体制の構築、連携
（６）登記に関する研究者及び （６）登記に関する研究者及び実
務家の育成、支援 務家の育成、支援
（７）会員間の協力体制の構築 （７）会員間の協力体制の構築
（８）登記に関する研修会への （８）登記に関する研修会への講
師等の派遣、登記に関する研究 師等の派遣、登記に関する研究の
受託 受託
（９）前各号に掲げるもののほか （９）前各号に掲げるもののほか
総会が適当と認める活動 総会が適当と認める活動

第２章 会 員 第２章 会 員

第５条（会員の資格） 第５条（会員の資格）
本学会の会員は、次の３種類 本学会の会員は、次の３種類と

する。 する。
（１）正会員 （１）正会員
登記に関する実務又は法的問題 登記に関する実務又は法的問題に
ついて研究を行う個人 ついて研究を行う個人
（２）賛助会員 （２）賛助会員
本学会の事業を賛助する団体 本学会の事業を賛助する団体
（３）名誉会員 （３）名誉会員
登記制度又は本学会の発展に貢献 登記制度又は本学会の発展に貢献
し、理事会において必要と認め し、理事会において必要と認め、
入会を委嘱した個人 入会を委嘱した個人

第６条（入会・退会） 第６条（入会）
本学会に入会を希望する者は 本学会に入会を希望する者は、

理事会に入会申込書を提出し、 理事会が別に定める方法により申
事会の承認を受けなければなら 込みをし、理事会の承認を受けな
い。なお、会員の入会申込みに ければならない。なお、入会申込
してついては正会員２名の推薦 みに際しては正会員２名の推薦を
得なければならない。 得なければならない。
２ 本学会を退会しようとする者
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は、理事会に退会届を提出しなけ （２号削除）
ればならない。

第７条（会費） 第７条（会費）
会員は、会費を納めなければ 会員は、会費を納めなければな

らない。 らない。
２ 会員が納付すべき会費は別 ２ 会員が納付すべき会費は別に
理事会で定める。 理事会で定める。

３ 滞納した会費を理事会の指定
（３号新設） する日までに支払わなかった者

は、当学会を退会したものとみな
す。

第８条（除名） （削除）
会員が次の各号の一に該当する

ときは、総会の議決を経て、これ
を除名することができる。
（１）滞納した会費を理事会の指
定する日までに支払わなかったと
き。
（２）本規約に違反したとき。
（３）本学会又は他の会員の名誉
を傷つける行為のあったとき。
（４）その他本学会の目的に反す
る行為のあったとき。

第３章 総 会 第３章 総会

第９条（総会の種別） 第８条（総会の種別）
本学会の総会は、通常総会及 本学会の総会は、通常総会及び

臨時総会の２種類とする。 臨時総会の２種類とする。
２ 通常総会は、毎事業年度に ２ 通常総会は、毎事業年度に１
回開催する。 回開催する。
３ 臨時総会は、次の各号の一 ３ 臨時総会は、理事会が必要を
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該当する場合に開催する。 認めたときに開催する。
（１）理事会が必要と認めたとき
（２）正会員の５分の１以上から （２号削除）
会議の目的を記載した書面により
理事長に対し招集請求があったと
き。
（３）監事から招集の請求があ （２）監事から招集の請求があっ
たとき。 たとき。

第１０条（総会の招集） 第９条（総会の招集）
総会は、理事長が招集する。 総会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、前条第３項第１号
の場合には理事会の決議の日か （第２号乃至４号削除）
ら、同項第２号及び第３号の場合
には招集の請求があった日から３
０日以内に臨時総会を招集しなけ
ればならない。
３ 前項の場合において、理事長
が期限内に臨時総会を招集しない
ときは、前条第３項第１号の場合
には副理事長が、同項第２号の場
合には招集の請求をした正会員会
員の代表者が、同項第３号の場合
には監事が臨時総会を招集するこ
とができる。
４ 総会を招集するには、会議の
日時・場所・目的及び審議事項を
明らかにし、少なくとも会日の１
４日前までにその旨を会員に対し
通知しなければならない。

第１１条（総会の構成員） 第１０条（総会の構成員）
総会は、正会員をもって構成す 総会は、正会員をもって構成す

る。 る。
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第１２条（総会の議長）
総会の議長は、総会で選任する （削除）

ものとする。

第１３条（総会の権能） 第１１条（総会の権能）
総会は、本規約で別に定める 総会は、本規約で別に定めるもの

ののほか、本学会の運営に関す のほか、本学会の運営に関する重
重要な事項について決議する。 要な事項について決議する。

第１４条（総会の議決） 第１２条（総会の議決）
総会の議事は、本規約で別に 総会の議事は、本規約で別に定

めるもののほか、出席正会員会 めるもののほか、出席正会員の過
の過半数をもって決するし、可否 半数をもって決する。
同数のときは、議長が決するとこ
ろによる。
２ 正会員会員は、各議決事項に （２号削除）
ついて１個の議決権を有する。
３ 総会に出席できない正会員 ２ 総会に出席できない正会員
員は、書面をもって他の正会員 は、書面をもって他の正会員１人
名にその議決権の行使を委任す にその議決権の行使を委任するこ
ことができる。 とができる。

第１５条（総会の議事録） （削除）
総会の議事の要領及び結果につ

いては、議事録を作成し、議長及
び総会で選出された正会員会員２
人が記名押印しなければならな
い。

第４章 役 員 第４章 役員

第１６条（役員の種別及び員数） 第１３条（役員の種別及び員数）
本学会に、次の役員を置く。 本学会に、次の役員を置く。

（１）理事 ５０人以内 （１）理事 ５０人以内
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（２）監事 ３人以内 （２）監事 ３人以内
２ 理事のうち、１人を理事長 ２ 理事のうち、１人を理事長、
３人以内を副理事長とする。 ３人以内を副理事長とする。

第１７条（役員の選任等） 第１４条（役員の選任等）
理事及び監事は、総会にお 理事及び監事は、総会において正

て正会員及び名誉会員会員の中 会員及び名誉会員の中から選任す
ら選任する。 る。
２ 理事長及び副理事長は、理 ２ 理事長及び副理事長は、理事
の互選により選定する。ただし 会の議決により選定する。ただし、
総会で選定することを妨げない。 総会で選定することを妨げない。
３ 理事及び監事は、相互にこれ
を兼ねることができない。 （３号削除）

第１８条（役員の職務） 第１５条（役員の職務）
理事長は、本学会を代表し、 理事長は、本学会を代表し、業

務を統括する。 務を統括する。
２ 副理事長は、理事長を補佐し ２ 副理事長は、理事長を補佐
理事長に事故があるとき又は理 し、理事長に事故があるとき又は
長が欠けたときは、理事長があ 理事長が欠けたときは、理事長が
かじめ指名した順序に従いその あらかじめ指名した順序に従いそ
務を代行する。 の職務を代行する。
３ 理事は、理事会を構成し、 ３ 理事は、理事会を構成し、本
学会の業務を執行する。 学会の業務を執行する。
４ 監事は、次に掲げる業務を行 ４ 監事は、次に掲げる業務を行
う。 う。
（１）会計及び財産状況を監査す （１）会計及び財産状況を監査す
ること。 ること。
（２）理事の業務執行状況を監査 （２）理事の業務執行状況を監査
すること。 すること。
（３）会計若しくは財産状況又 （３）会計若しくは財産状況又は
理事の業務執行について不正の 理事の業務執行について不正の事
実を発見したときは、これを総 実を発見したときは、これを総会
に報告すること。 に報告すること。必要があるとき
（４）前号の報告をするため必要 に総会の招集を請求することがで
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があるときに総会の招集を請求す きる。
ること。

第１９条（役員の任期） 第１６条（役員の任期）
役員の任期は、就任後第２回 役員の任期は、就任後２回目の

の通常総会の終結の時までとす 通総会の終結の時までとする。た
る。ただし、再任を妨げない。 だし、補欠又は増員により選任さ
２ 補欠又は増員により選任さ れた役員の任期は、前任者又は現
た役員の任期は、前任者又は現任 任者の残任期間と同一とする。
者の残任期間と同一とする。

第２０条（役員の解任） 第１７条（役員の解任）
役員が次の各号の一に該当す 役員が次の各号の一に該当する

ときは、総会において、出席正 ときは、総会において、出席正会
員会員の３分の２以上の多数の 員の３分の２以上の多数の議決に
決に基づき解任することができ 基づき任することができる。この
る。この場合、当該役員に対し 場合、当該役員に対しては、議決
は、議決の前に弁明の機会を与 の前に弁明の機会を与えなければ
なければならない。 ならない。
（１）心身の故障のため職務の （１）心身の故障のため職務の執
行に堪えられないと認められる 行に堪えられないと認められると
き。 き。
（２）職務上の義務違反その他 （２）職務上の義務違反その他役
員としてふさわしくない行為が 員としてふさわしくない行為があ
ると認められるとき。 ると認められるとき。

第２１条（顧問） 第１８条（顧問）
本研究会に、顧問を置くこと 本学会に、顧問を置くことがで

できる。 きる。
２ 顧問は、理事長が、理事会 ２ 顧問は、理事長が、理事会の
承認を得て委嘱する。 承認を得て委嘱する。

第５章 理事会 第５章 理事会

第２２条（理事会の開催） 第１９条（理事会の開催）
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理事会は、毎年１回以上開催す 理事会は、毎年１回以上開催す
る。 る。

第２３条（理事会の招集） 第２０条（理事会の招集）
理事会は理事長が招集する。 理事会は理事長が招集する。

２ 理事会を招集するときは、会
議の日時・場所・目的及び審議事 （２項削除）
項を明らかにして、少なくとも会
日の７日前までに、その旨を通知
しなければならない。ただし、理
事長が緊急に開催する必要がある
と認める場合及び理事全員の同意
がある場合はこの限りでない。

第２４条（理事会の議長） （削除）
理事会の議長は、理事会でこれ

を定める。

第２５条（理事会の権能） 第２１条（理事会の権能）
理事会は、全ての理事をもっ 理事会は、全ての理事をもって

構成する。 構成する。
２ 理事会は、本規約で別に定 ２ 理事会は、本規約で別に定め
るもののほか、次の事項につい るもののほか、次の事項について
決議する。 決議する。
（１）総会に付議すべき事項 （１）総会に付議すべき事項
（２）総会の決議した事項の執 （２）総会の決議した事項の執行
に関する事項 に関する事項
（３）その他総会の決議を要しな ３）その他総会の決議を要しな
い、本学会の業務執行の決定に い、本学会の業務執行の決定に関
する事項 する事項

（新設） 第２２条（みなし決議）
理事の３分の２以上が書面又は電
磁的方法によりした決定を、理事
会による決議とみなすことができ
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る。
第２６条（部会及び委員会） （削除）

理事会は、本学会の目的を達
成するために、必要に応じて部会
及び委員会を設置することができ
る。

第２７条（準用規定） （削除）
本規約第１４条及び第１５条

の規定は、理事会について準用す
る。ただし、これらの規定中「総
会」及び「正会員会員」とあるの
は、「理事会」及び「理事」とそ
れぞれ読み替えるものとする。

第６章 規約の変更 第６章 規約の変更

第２８条（規約の変更） 第２３条（規約の変更）
本規約を変更するには、総会に 本規約を変更するには、総会に

おいて、出席正会員の３分の２以 おいて、出席正会員の３分の２以
上の賛成を得なければならない。 上の賛成を得なければならない。

第７章 資産及び会計 第７章 資産及び会計

第２９条（資産の構成） （削除）
本研究会の資産は、次の各号に

掲げるものをもって構成する。
（１）会費
（２）助成金及び寄附金品
（３）資産から生じる収入
（４）事業に伴う収入
（５）その他の収入

第３０条（資産の管理） （削除）
本学会の資産は、理事会の定め
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る方法により、理事長が管理する

第３１条（経費の支弁） （削除）
本学会の経費は、資産の中から

支弁する。

第３２条（事業計画及び予算） 第２４条（事業計画及び予算）
本学会の事業計画及びこれに 本学会の事業計画及び予算につ

う予算は、通常総会の決議を経 いては、通常総会の決議を経て決
て決するものとする。 するものとする。

第３３条（事業報告及び決算） 第２５条（決算）
本学会の事業報告については 本学会の決算は、毎事業年度終

通常総会に報告しなければなら 了後、収支決算書を作成し、監事
い。 の監査を受け、通常総会の承認を
２ 本学会の決算は、毎事業年度 受けなければならない。
終了後、収支決算書、貸借対照表
財産目録を作成し、監事の監査を
受け、通常総会の承認を受けなけ
ればならない。

第３４条（事業年度） 第２６条（事業年度）
本学会の事業年度は、毎年１ 本学会の事業年度は、毎年１０

月１日より翌年９月３０日までと 月１日より翌年９月３０日までと
する。 する。
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第３号議案 役員選任の件

【提案趣旨】

日本登記法学会規約第１３条及び第１４条により、次のとおり役員を選任したい。

（１）理事 ５０人以内

（２）監事 ３人以内

【提案理由】

現役員が全員任期満了となるため、日本登記法学会規約第１３条及び第１４条に基づき、

提案の趣旨記載のとおり当学会の役員を選任したい。

役員（理事及び監事）候補者

理事

七戸 克彦 （九州大学大学院法学研究院教授）

石田 剛 （一橋大学大学院法学研究科教授）

小出 篤 （学習院大学法学部教授）

小西 飛鳥 （平成国際大学法学部教授）

白石 大 （早稲田大学大学院法務研究科教授）

水津 太郎 （慶應義塾大学法学部教授）

中東 正文 （名古屋大学大学院法学研究科教授）

武川 幸嗣 （慶應義塾大学法学部教授）

横山 美夏 （京都大学大学院法学研究科教授）

伊藤 直樹 （土地家屋調査士）

久保 智則 （土地家屋調査士）

森中 勇雄 （司法書士）

里村 美喜夫（司法書士）

山内 鉄夫 （司法書士）

徳本 好彦 （司法書士）

伊見 真希 （司法書士）

鈴木 龍介 （司法書士）

野上 英則 （司法書士）

小林 武人 （司法書士）

監事

大久保拓也 （日本大学法学部教授）

内藤 卓 （司法書士）

（順不同・敬称略）
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第４号議案 令和元年度事業計画及び収支予算案承認の件

令和元年度事業計画

１．第４回研究大会の開催
全体テーマを「法改正と登記」とし、午前の部は商業登記、午後の部は不動産登記につ

いて、近年加速する実体法の改正が登記法・登記実務へどのような影響を及ぼしているの
か、研究者・司法書士・土地家屋調査士がそれぞれの立場から研究報告を行い、質疑応答
を行う。

２．学会運営の整備
規約・ホームページその他、学会の運営の仕組みについて引き続き整備を行う。

３．理事会の開催

４．登記に関する法的問題の調査、研究

５．登記に関する研修会への講師等の派遣
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（単位：円）

小　計

通信費

雑費

予備費

事務委託費

印刷費

ホームページ製作・管理

第4回研究大会費

支　出 金　額

会議費

小　計

収支予算案
（令和1年10月１日～令和2年9月30日）

収　入 金　額

会費収入（正会員）

会費収入（賛助会員）

第4回研究大会参加費

前年度繰越金

寄付金

102



日本登記法学会 顧問 
 
 

池田 眞朗 （武蔵野大学副学長・法学部長） 
加藤新太郎 （中央大学大学院法務研究科教授） 
鎌田 薫 （前早稲田大学総長） 
神田 秀樹 （学習院大学法科大学院教授） 
北村 雅史 （京都大学大学院法学研究科教授） 
道垣内弘人 （東京大学大学院法学政治学研究科教授） 
松岡 久和 （立命館大学大学院法務研究科教授） 
 

（ 音順・敬称略） 
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令和元年11月30日（土） 10：00～17：30（開場9：30）

日司連ホール 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館地下1階

日本登記法学会
Japan Registration Society

www.toukihou.jp
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Japan Registration Society
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