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は し が き

不動産の表示に関する登記（表示登記）の制度は，国民の基本的財産であ

る土地・建物の物理的状況を公示するためのもので，不動産取引の安全と円

滑化の一端を担っているものです。

この表示登記の制度を支えているのが，土地家屋調査士と登記所（登記

官）ですが，本書は，土地家屋調査士の実務及び受験に必要な法令，重要な

判例・先例を網羅したもので，旧書の『調査士受験必携六法』に改訂を重ね

て，実務にとって重要な判例・先例等を充実させてきており，実務にも役立

つ改題・改訂版です。

本書が，従来の読者である受験生の方はもとより，実務に携われる方に

とっても必携の書となるものと確信しております。

２０１６年１０月

東京法経学院編集部



凡 例

収録法令等 土地家屋調査士の実務と受験において必要となる法令，先例・判例等

を厳選して収録しました。収録法令は，基本的に２０１６年１０月１日（編

集基準日）現在の条文を収録していますが，２０１７年４月１日までに施

行される改正は，改正後の条文に変更して掲載しています。また，編

集基準日以降，２０１７年４月１日までに公布される法令改正につきまして

は「追録」で対応させて頂きます。

（抄）収録 上記法令のうち，重要な条文のみを厳選して収録した法令は，その法

令名の末尾に（抄）と表記してあります。

表示・表記 � 公布年月日・最終改正日

各法令名の下に公布年月日と最終改正日が示されています。改正の途

中経過は省略し，最終改正の公布年月日付と法令番号を「最終改正

平成○○年○月○日法（政令，○○省令）○○号」のように表示しま

した。

� 附則

基本的な法令を除き，原則は（略）です。

� 条数・数字

横組みにした関係上，条数の表示は十を１０に，百を１００としてあります。

条文中�，�は項を，一，二は号を示しています。また，条文中の漢
数字は適宜算用数字に換えてあります。

� 参照条文

重要法令には法令名略記で参照条文を付しました。

� 判例・先例等（先例及び実例）

❖印で判例を，�印で先例等を示しました。
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民　法
●明治29年 4月27日法律第89号● 最終改正 平成28年6月7日法71号

【 第１編 総則 】

】【 第１章●＊通則

第１条 （基本原則）
� 私権は，公共の福祉に適合しなければ
ならない。
� 権利の行使及び義務の履行は，信義に
従い誠実に行わなければならない。
� 権利の濫用は，これを許さない。

❖�【公共の福祉と財産権】憲２９�【所有権】法
２０６
�【信義誠実と義務の履行】法４１５・４９３
�【権利の濫用】憲１２【権利の濫用と不法行為】
法７０９【親権濫用】法８３４

★判例

【信義則一般】

１❖割賦販売法３０条の４（抗弁接続）が新設され
る前の個人割賦購入あっせん契約において，
購入者と販売業者（加盟店）との売買契約が
販売業者の債務不履行を理由に合意解除され
た場合であっても，購入者とあっせん業者
（信販会社）との間の立替払いにおいて，右
不履行の結果をあっせん業者に帰せしめるの
を信義則上相当とする特段の事情があるとき
でない限り，購入者は，右合意解除をもって
あっせん業者の履行請求を拒むことはできな
い。（最判平成２・２・２０判時１３５４・７６）

２❖いわゆるダイヤルQ２事業における有料情報
サービスにつき，一般家庭にある加入電話か
ら一般的に利用可能であったこと，第１種電
気通信事業者甲が，右サービスの内容やその
利用に係る通話料の高額化の危険性等につき
具体的かつ十分な周知を図る等の責務を十分
に果たしていなかったこと，その結果，加入
電話契約者乙が右内容や危険性等につき具体
的な認識を有していなかったことなどの事情
の下では，乙の未成年の子が無断利用した右
サービスに係る通話料の金額の５割を超える

部分につき，甲が乙に対してその支払を請求
することは，信義則ないし衡平の観念に照ら
して許されない。（最判平成１３・３・２７民集
５５・２・４３４）

３❖信義誠実の原則は，権利の行使，義務の履行
だけではなく，当事者のした契約の趣旨を解
釈するにもその基準となる。（最判昭和３２・
７・５民集１１・７・１１９３）

【契約締結段階における信義則】

４❖契約法を支配する信義誠実の原則は，契約締
結の準備段階においても妥当し，当事者の一
方が右準備段階において信義誠実の原則上要
求される注意義務に違反し，相手方に損害を
与えた場合には，その損害を賠償する責任を
負う。Yの映画製作の入札発注にあたって，
随意契約によるものと誤信したXが既に一
部の撮影に着手し，Yがそのことを知った以
上，信義則に照らし，Yには，XとYの関
係はいまだ白紙状態にあることを警告すべき
注意義務があり，Yがそれを懈怠したときは，
Xに対して損害賠償義務を負う。（東京地判
昭和５３・５・２９判時９２５・８１）

５❖Xが４階建分譲マンションの着工と同時に買
受人を募集し，Yと交渉を始めたところ，Y
は結論を留保し，１月後に１０万円を支払った
が，その間もYはXに対して，スペースに
ついて注文を出したり，レイアウト図を交付
するなどしており，その後，Xが受水槽を変
電室に変更し，電気容量の変更に伴う出費分
の上乗せをYに通知しても，Yは特に異議
を述べず，その後，YはXに対し見積書の
作成を依頼したが，毎月の支払額が多額であ
ることを理由に買取りを断ったという場合，
Yは，契約準備段階における信義則上の注意
義務違反を理由とする損害賠償責任を負う。
（最判昭和５９・９・１８判時１１３７・５１）

６❖本件の事実関係を前提にすると，マンション
の各居室の売買契約において，売主は，信義
則上，隣の空地に右マンションの日照・眺
望・通風に影響を与えるおそれのある高層マ
ンションが建設されることを知っていた場合，
あるいは，簡単な調査によりそれを容易に知
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りえた場合（明らかな認識可能性がある場
合）には，これを調査・説明すべき売買契約
上の附随的義務があり，右義務を怠ったこと
により買主に損害を生じさせたときは，その
損害を賠償すべき債務不履行責任を負う。
（札幌地判昭和６３・６・２８判時１２９４・１１０）

７❖フランチャイズシステムにおいては，店舗経
営の知識や経験に乏しく，資金力も十分でな
い個人が，本部による指導や援助を期待して
フランチャイズ契約を締結することが予定さ
れているから，本部は，加盟店の募集に当
たって，契約締結に当たっての客観的な判断
材料になる正確な情報を提供する信義則上の
義務を負う。特に，本部が加盟店の募集に際
して市場調査を実施し，これを加盟店となろ
うとする個人等に開示する場合には，本部は，
加盟店となろうとする個人等に対して，適正
な情報を提供する信義則上の義務を負うと解
すべきである。（京都地判平成３・１０・１判
時１４１３・１０２）

８❖売主から委託を受けてマンションの専有部分
の販売に関する一切の事務を行っていた宅地
建物取引業者は，専有部分内に設置された防
火戸の操作方法等につき買主に対して説明す
べき信義則上の義務がある。（最判平成１７・
９・１６判時１９１２・８）

９❖貸金業者において，特約に基づき借主が期限
の利益を喪失した旨主張することが，信義則
に反し許されない。（最判平成２１・９・１１判
時２０５９・５５，金判１３３１・３４）

１０❖土地の賃貸人及び転貸人が，転借人所有の地
上建物の根抵当権者に対し，借地権の消滅を
来すおそれのある事実が生じたときは通知す
る旨の条項を含む念書を差し入れた場合にお
いて，次の�～�など判示の事実関係の下で
は，賃貸人及び転貸人は，上記念書の内容等
につき根抵当権者から直接説明を受けておら
ず，上記念書を差し入れるに当たり根抵当権
者から対価の支払を受けていなかったとして
も，地代不払の事実を土地の転貸借契約の解
除に先立ち根抵当権者に通知する義務を負い，
その不履行を理由とする根抵当権者の損害賠
償請求が信義則に反するとはいえない。

�上記念書には，地代不払など借地権の消滅を来
すおそれのある事実が生じた場合には，賃貸
人及び転貸人が根抵当権者にこれを通知し，
借地権の保全に努める旨が明記されていた。
�賃貸人及び転貸人は，事前に上記念書の内
容を十分に検討する機会を与えられてこれに
署名押印又は記名押印をした。�転貸人は不
動産の賃貸借を目的とする会社であり，賃貸

人は転貸人の代表者及びその子である。（最
判平成２２・９・９金判１３５５・２６）

【権利の濫用】

１１❖所有権に対する侵害またはその危険がある場
合には，所有者はその妨害排除を請求するこ
とができるのが原則であるが，その侵害によ
る損失が言うに足らない程度のものであり，
しかもその侵害を除去することが著しく困難
で，莫大な費用を要する場合に，第三者が不
当な利得を得ることを目的に，当該物件を買
収した上で妨害排除請求をする一方，当該物
件を含む自己所有物件を不相当な巨額で買取
るよう要求し，その他の協調に応じないよう
な場合には，当該妨害排除請求は，外観上は
所有権の行使であっても，社会観念上所有権
の目的に反し，その機能として許される範囲
を超えるものであって，権利の濫用に当たる。
（大判昭和１０・１０・５民集１４・１９６５）

１２❖X所有の本件土地について，国が占領中を期
間とする賃貸借契約をXと締結し，占領軍
の空軍基地として使用されていたが，占領終
了により，Xが賃貸借契約の終了を主張して，
本件土地の明渡しを求めることは，駐留軍に
対する土地の提供という条約上の国の義務に
ついてはXらも協力すべき立場にあること，
本件土地がガソリンの地下貯蔵設備の用地と
して使用されていること，本件土地の明渡し
によってXが受ける利益に比して国の被る
被害はより大きいことなどに鑑みると，私権
の本質である社会性，公共性を無視した過当
な請求であって，認容できない。（最判昭和
４０・３・９民集１９・２・２３３）

１３❖父Aの遺産を家督相続により長男Yが相続
した後，調停により母Xに対し，その老後
の生活の保障と幼い子女の扶養及び婚姻費用
に充てる目的で本件農地を贈与した場合にお
いて，Xが２０数年にわたって本件農地を耕作
し，子女の扶養・婚姻等の諸費用も負担して
おり，またXがYに対し農地法３条所定の
許可申請手続に協力を求めなかったのも，農
地の引渡しを既に終え，かつ贈与が母子間で
なされたものであることによるという事案に
おいては，YがXの所有権移転許可申請協
力請求権につき消滅時効を援用することは，
信義則に反し，権利の濫用として許されない。
（最判昭和５１・５・２５民集３０・４・５５４）

【事情変更の原則】

１４❖不動産の売買契約締結後，その履行期前に宅
地建物等価格統制令が施行されたため，契約
所定の代金額では所定の履行期に契約を履行
することができず，長期間その履行を延期せ
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ざるを得ないばかりか，最終的に右契約が失
効するかもしれない事態を生じた場合は，右
契約の当事者は長期にわたる不安定な契約の
拘束から免れることができないとすることは
信義則に反するから，当事者は，その一方的
な意思表示により契約を解除することができ
る。（大判昭和１９・１２・６民集２３・６１３）

１５❖土地の買戻特約付売買において，その後の地
価の高騰により，所定の買戻代金額に従い買
主にその履行を強制することが著しく信義に
反する場合は，右買戻特約についていわゆる
事情変更の原則の適用があるが，その場合で
も，当然に買戻権が消滅するものではなく，
また，買主は，売主に対して右買戻特約の内
容の修正，すなわち買戻代金額の増額を要求
していない限り，右買戻特約を解除すること
ができない。（東京地判昭和３４・８・１９判時
２００・２２）

１６❖期間を２０年とする土地の賃貸借契約を締結し
た時に，両当事者間において，契約期間中に
賃借人が土地の買取りを申し入れたときは賃
貸人は所定の金額でこれを売り渡す旨の覚書
を締結した場合に，賃借人が契約期間の満了
前に土地の買取りを申し入れたところ，その
時点において右土地の価格が２０倍以上に騰貴
しており，ここまで高騰することを右両当事
者を含む当時の一般人は予測し得なかった等
の事実関係の下では，本件売買予約自体は存
続するが，その内容となっている売買代金額
については，事情変更の原則の適用により，
これを適正な価格に変更する権利が賃貸人に
認められる。（神戸地伊丹支判昭和６３・１２・
２６判時１３１９・１３９）

１７❖事情変更の原則を適用するためには，契約締
結後の事情の変更が，当事者にとって予見す
ることができず，かつ，当事者の責めに帰す
ることのできない事由によって生じたもので
あることが必要であり，かつ，その予見可能
性や帰責事由の存否は，契約上の地位の譲渡
があった場合においても，契約締結当時の契
約当事者についてこれを判断すべきである。
一般に，事情変更の原則の適用に関して，自
然の地形を変更しゴルフ場を造成するゴルフ
場経営会社は，特段の事情のない限り，ゴル
フ場ののり面に崩壊が生じ得ることについて
予見不可能であったとはいえず，帰責事由が
なかったともいえない。（最判平成９・７・
１民集５１・６・２４５２）

【権利失効の原則】

１８❖解除権を有する者が，長期間にわたりこれを
行使せず，相手方においてその権利はもはや

行使されないものと信頼すべき正当の事由を
有するに至ったため，その後にこれを行使す
ることが信義誠実に反すると認められるよう
な特段の事由がある場合には，解除は許され
ない。賃借権の無断譲渡を理由とする解除権
が久しく行使されなかったとしても，右特段
の事由が認められない場合は，解除は有効で

ある。（最判昭和３０・１１・２２民集９・１２・１７８１）

第２条 （解釈の基準）
この法律は，個人の尊厳と両性の本質
的平等を旨として，解釈しなければなら
ない。
❖【個人の尊厳と両性の本質的平等】憲２４�

】【 第２章●＊人

第１節／権利能力

第３条
� 私権の享有は，出生に始まる。
� 外国人は，法令又は条約の規定により
禁止される場合を除き，私権を享有する。
❖�【胎児の権利能力】法７２１・７８３・８８６・９６５
�【外国人の私権享有能力の制限】商７０２，船
舶１，信託９

第２節／行為能力

第４条 （成年）
年齢２０歳をもって，成年とする。
❖【成年の擬制】法７５３，年齢計算法�

第５条 （未成年者の法律行為）
� 未成年者が法律行為をするには，その
法定代理人の同意を得なければならない。
ただし，単に権利を得，又は義務を免れ
る法律行為については，この限りでない。
� 前項の規定に反する法律行為は，取り
消すことができる。
� 第１項の規定にかかわらず，法定代理
人が目的を定めて処分を許した財産は，
その目的の範囲内において，未成年者が
自由に処分することができる。目的を定
めないで処分を許した財産を処分すると
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きも，同様とする。
❖�【成年】法４・７５３【法定代理人】法８１８・８１９・
８３３・８３９・８４０・８６７【同意を要しない場合】法
５�・６・１０２，商５，会社５８４【身分上の行為】
法７３７・７８０・９６１・９６２【意思表示の受領能力】
法９８の２【訴訟能力】民訴２８・３１，人訴３・２６・
３２
�【取消・追認】法１２０～１２６

第６条 （未成年者の営業の許可）
� 一種又は数種の営業を許された未成年
者は，その営業に関しては，成年者と同
一の行為能力を有する。
� 前項の場合において，未成年者がその
営業に堪えることができない事由がある
ときは，その法定代理人は，第４編（親
族）の規定に従い，その許可を取り消し，
又はこれを制限することができる。
❖�【職業許可】法８２３�・８５７・８６４・８６５【営業
許可】商５，会社５８４・９０８，商登４３～４７，商登
規６１・６２・５０
�【法定代理人】法８１８・８１９・８３３・８３９～８４１・
８６７【営業許可の取消】法８２３・８５７・８６４・８６５，
会社５８４・９０８

第７条 （後見開始の審判）
精神上の障害により事理を弁識する能
力を欠く常況にある者については，家庭
裁判所は，本人，配偶者，４親等内の親
族，未成年後見人，未成年後見監督人，
保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督
人又は検察官の請求により，後見開始の
審判をすることができる。
❖【親族】法７２５【未成年後見人】法８３９～８４１【未
成年後見監督人】法８４８・８４９【保佐人】法８７６
の２【保佐監督人】法８７６の３【補助人】法８７６
の７【補助監督人】法８７６の８【審判の手続】
家審９�甲一【審判の取消】法１０・１９【任意後
見との関係】任意後見１０【後見の登記】後見登
記４�一・二・三

★判例

１❖法律行為の要素として，その当事者は意思能
力を有していることが必要であり，意思能力
を有しない者の法律行為は当然に無効である。
行為無能力者制度（現行の制限能力者制度）
は，行為無能力者の利益を保護するための制
度であって，行為無能力者でない者の行為を

絶対に有効とする趣旨ではないから，たとえ
禁治産宣告（現行の成年後見開始の審判）の
前になされた法律行為であっても，その当時
に意思能力を有していなかった場合は，当該
法律行為は無効である。（大判明治３８・５・
１１民録１１・７０６）

第８条 （成年被後見人及び成年後見人）
後見開始の審判を受けた者は，成年被
後見人とし，これに成年後見人を付する。
❖【後見・成年後見人】法１０・８３８～８４７

第９条 （成年被後見人の法律行為）
成年被後見人の法律行為は，取り消す
ことができる。ただし，日用品の購入そ
の他日常生活に関する行為については，
この限りでない。
❖【取消・追認】法１２０～１２６・２０・２１【身分上の
行為】法７３８・７６４・７８０・７９９・８１２・９６２・９６３【意思
表示の受領能力】法９８の２【訴訟能力】民訴
２８・３１，人訴３・４・２５・２６・２８・３２�

第１０条 （後見開始の審判の取消し）
第７条に規定する原因が消滅したとき
は，家庭裁判所は，本人，配偶者，４親
等内の親族，後見人（未成年後見人及び
成年後見人をいう。以下同じ。），後見監
督人（未成年後見監督人及び成年後見監
督人をいう。以下同じ。）又は検察官の
請求により，後見開始の審判を取り消さ
なければならない。
❖【親族】法７２５【後見人】法１０・８３９～８４１・８４３・８４５
【後見監督人】法１０・８４８～８４９の２【後見開始
の審判】法７【他の取消原因】法１９【取消の手
続】家審９�甲一【後見終了の登記】後見登記
４�八・５八

第１１条 （保佐開始の審判）
精神上の障害により事理を弁識する能
力が著しく不十分である者については，
家庭裁判所は，本人，配偶者，四親等内
の親族，後見人，後見監督人，補助人，
補助監督人又は検察官の請求により，保
佐開始の審判をすることができる。ただ
し，第７条に規定する原因がある者につ
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いては，この限りでない。
❖【親族】法７２５【後見人】法１０・８３９～８４１・８４３・８４５
【後見監督人】法１０・８４８～８４９の２【審判の手
続】家審９�甲二【審判の取消】法１４・１９【保
佐・保佐人】法８７６～８７６の５【保佐の登記】後
見登記４�一・二・三

第１２条 （被保佐人及び保佐人）
保佐開始の審判を受けた者は，被保佐
人とし，これに保佐人を付する。
❖【保佐・保佐人】法８７６～８７６の５

第１３条 （保佐人の同意を要する行為等）
� 被保佐人が次に掲げる行為をするには，
その保佐人の同意を得なければならない。
ただし，第９条ただし書に規定する行為
については，この限りでない。
一 元本を領収し，又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権
利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与，和解又は仲裁合意（仲裁法
（平成１５年法律第１３８号）第２条第１項
に規定する仲裁合意をいう。）をする
こと。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の
分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し，遺贈を放棄
し，負担付贈与の申込みを承諾し，又
は負担付遺贈を承認すること。
八 新築，改築，増築又は大修繕をする
こと。
九 第６０２条に定める期間を超える賃貸
借をすること。

� 家庭裁判所は，第１１条本文に規定する
者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求
により，被保佐人が前項各号に掲げる行
為以外の行為をする場合であってもその
保佐人の同意を得なければならない旨の
審判をすることができる。ただし，第９
条ただし書に規定する行為については，
この限りでない。

� 保佐人の同意を得なければならない行
為について，保佐人が被保佐人の利益を
害するおそれがないにもかかわらず同意
をしないときは，家庭裁判所は，被保佐
人の請求により，保佐人の同意に代わる
許可を与えることができる。
� 保佐人の同意を得なければならない行
為であって，その同意又はこれに代わる
許可を得ないでしたものは，取り消すこ
とができる。
❖【保佐人の同意を要しない行為】法９但・９６２，
人訴３・２６・３２�
�【保証】法４４６～４６５【訴訟行為】民訴３２【贈
与】法５４９【和解】法６９５【仲裁合意】仲裁１３～
１５【相続の承認と放棄】法９１５～９４０【遺贈の承
認と放棄】法９８６～９９０【遺産分割】法９０６～９１４
【負担付贈与】法５５１�・５５３【負担付遺贈】法
１００２・１００３【賃貸借】法６０１【同意を要する行
為の登記】後見登記４�五
�【取消】法１２０～１２６・２０・２１

第１４条 （保佐開始の審判等の取消し）
� 第１１条本文に規定する原因が消滅した
ときは，家庭裁判所は，本人，配偶者，
４親等内の親族，未成年後見人，未成年
後見監督人，保佐人，保佐監督人又は検
察官の請求により，保佐開始の審判を取
り消さなければならない。
� 家庭裁判所は，前項に規定する者の請
求により，前条第２項の審判の全部又は
一部を取り消すことができる。
❖�【親族】法７２５【未成年後見人】法８３９～８４１
【未成年後見監督人】法８４８・８４９【保佐人】法
８７６の２【保佐監督人】法８７６の３【保佐開始の
審判】法１１【他の取消原因】法１９【取消の手
続】家審９�甲二【保佐終了の登記】後見登記
４�八

第１５条 （補助開始の審判）
� 精神上の障害により事理を弁識する能
力が不十分である者については，家庭裁
判所は，本人，配偶者，４親等内の親族，
後見人，後見監督人，保佐人，保佐監督
人又は検察官の請求により，補助開始の
審判をすることができる。ただし，第７
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条又は第１１条本文に規定する原因がある
者については，この限りでない。
� 本人以外の者の請求により補助開始の
審判をするには，本人の同意がなければ
ならない。
� 補助開始の審判は，第１７条第１項の審
判又は第８７６条の９第１項の審判ととも
にしなければならない。
❖�【親族】法７２５【後見人】法１０・８３９～８４１・
８４３・８４５【後見監督人】法１０・８４８～８４９の２【保佐
人】法８７６の２【保佐監督人】法８７６の３【審判
の手続】家審９�甲二の二【審判の取消】法
１８・１９【補助の登記】後見登記４�一・二・三
【任意後見との関係】任意後見１０

第１６条 （被補助人及び補助人）
補助開始の審判を受けた者は，被補助
人とし，これに補助人を付する。
❖【補助・補助人】法８７６の６～８７６の１０

第１７条 （補助人の同意を要する旨の審判等）
� 家庭裁判所は，第１５条第１項本文に規
定する者又は補助人若しくは補助監督人
の請求により，被補助人が特定の法律行
為をするにはその補助人の同意を得なけ
ればならない旨の審判をすることができ
る。ただし，その審判によりその同意を
得なければならないものとすることがで
きる行為は，第１３条第１項に規定する行
為の一部に限る。
� 本人以外の者の請求により前項の審判
をするには，本人の同意がなければなら
ない。
� 補助人の同意を得なければならない行
為について，補助人が被補助人の利益を
害するおそれがないにもかかわらず同意
をしないときは，家庭裁判所は，被補助
人の請求により，補助人の同意に代わる
許可を与えることができる。
� 補助人の同意を得なければならない行
為であって，その同意又はこれに代わる
許可を得ないでしたものは，取り消すこ
とができる。

❖�【補助人】法８７６の７【補助監督人】法８７６の
８【審判の手続】家審９�甲二の二【同意を要
する行為の登記】後見登記４�五・��【取
消】法１２０～１２６・２０・２１

第１８条 （補助開始の審判等の取消し）
� 第１５条第１項本文に規定する原因が消
滅したときは，家庭裁判所は，本人，配
偶者，４親等内の親族，未成年後見人，
未成年後見監督人，補助人，補助監督人
又は検察官の請求により，補助開始の審
判を取り消さなければならない。
� 家庭裁判所は，前項に規定する者の請
求により，前条第１項の審判の全部又は
一部を取り消すことができる。
� 前条第１項の審判及び第８７６条の９第
１項の審判をすべて取り消す場合には，
家庭裁判所は，補助開始の審判を取り消
さなければならない。
❖�【親族】法７２５【未成年後見人】法８３９～８４１
【未成年後見監督人】法８４８・８４９【補助人】法
８７６の７【補助監督人】法８７６の８【補助開始の
審判】法１５【取消の手続】家審９�甲二の二
【補助終了の登記】後見登記４�・８

第１９条 （審判相互の関係）
� 後見開始の審判をする場合において，
本人が被保佐人又は被補助人であるとき
は，家庭裁判所は，その本人に係る保佐
開始又は補助開始の審判を取り消さなけ
ればならない。
� 前項の規定は，保佐開始の審判をする
場合において本人が成年被後見人若しく
は被補助人であるとき，又は補助開始の
審判をする場合において本人が成年被後
見人若しくは被保佐人であるときについ
て準用する。
❖�【後見開始の審判】法７【被保佐人】法１２【被
補助人】法１６【保佐開始の審判】法１１【補助開
始の審判】法１５【取消の手続】家審９�甲二の
三【任意後見契約との関係】任意後見４�【成
年被後見人】法８

第２０条 （制限行為能力者の相手方の催告権）
� 制限行為能力者（未成年者，成年被後
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見人，被保佐人及び第１７条第１項の審判
を受けた被補助人をいう。以下同じ。）
の相手方は，その制限行為能力者が行為
能力者（行為能力の制限を受けない者を
いう。以下同じ。）となった後，その者
に対し，１箇月以上の期間を定めて，そ
の期間内にその取り消すことができる行
為を追認するかどうかを確答すべき旨の
催告をすることができる。この場合にお
いて，その者がその期間内に確答を発し
ないときは，その行為を追認したものと
みなす。
� 制限行為能力者の相手方が，制限行為
能力者が行為能力者とならない間に，そ
の法定代理人，保佐人又は補助人に対し，
その権限内の行為について前項に規定す
る催告をした場合において，これらの者
が同項の期間内に確答を発しないときも，
同項後段と同様とする。
� 特別の方式を要する行為については，
前二項の期間内にその方式を具備した旨
の通知を発しないときは，その行為を取
り消したものとみなす。
� 制限行為能力者の相手方は，被保佐人
又は第１７条第１項の審判を受けた被補助
人に対しては，第１項の期間内にその保
佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催
告をすることができる。この場合におい
て，その被保佐人又は被補助人がその期
間内にその追認を得た旨の通知を発しな
いときは，その行為を取り消したものと
みなす。
❖�【成年】法４・７５３【成年被後見人】法８【被
保佐人】法１２【被補助人】法１６【制限能力者の
行為の取消と追認】法５�・９・１３�・１７�・
２１・１２０�・１２１・１２２
�【法定代理人の権限外の行為】法８２６・８６０
�【特別の方式を要する行為】法８６４
�【被保佐人】法１１～１４【被補助人】法１５～１８

第２１条 （制限行為能力者の詐術）
制限行為能力者が行為能力者であるこ
とを信じさせるため詐術を用いたときは，

その行為を取り消すことができない。
★判例

１❖準禁治産者（平成２年法改正により「被保佐
人」）が，無能力者であることを隠蔽する目
的で，相手方に対し，自分は相当の資産信用
を有するので安心して取引してほしい旨を陳
述した場合，その陳述は，自己が取引の相手
方として完全なる資格を有するものであるこ
とを意味し，これにより相手方がそのように
信ずるに至るという点においては，自己が能
力者であると確言し，又は無能力者でないと
陳述する場合と変わらないから，詐術を用い
た場合に当たる。（大判昭和８・１・３１民集
１２・２４）

２❖民法２０条（現２１条）の詐術とは，相手方に能
力者であることを誤信させるための積極的術
策を用いた場合に限るものではなく，無能力
者が，無能力者であることを黙秘していた場
合であっても，他の言動などと相まって相手
方を誤信させ，又は誤信を強めたと認められ
る場合には，なお詐術に当たるが，単に無能
力者であることを黙秘していただけでは詐術
に当たらない。また，詐術に当たるとするた
めには，無能力者が能力者であることを信じ
させる目的をもってしたことを要する。（最
判昭和４４・２・１３民集２３・２・２９１）

第３節／住所

第２２条 （住所）
各人の生活の本拠をその者の住所とす
る。
❖【法人の住所】会社４【住所の法的効果】法
２５・４８４・８８３，商５１６，民訴４�・１０３�・１０４�，
民執１６，人訴１，非訴２

★判例

１❖法令で人の住所につき法律上の効果を定めて
いる場合，反対すべき特別の事情がない限り，
住所は生活の本拠を指すのであり，大学の学
生が郷里を離れ修学のため大学の寮で生活を
しているときは，選挙人名簿登録の要件とし
ての住所は，寮の所在地にある。（最大判昭
和２９・１０・２０民集８・１０・１９０７）

２❖都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テ
ントを起居の場所としている者は，同テント
の所在地に住所を有するとはいえない。（最
判平成２０・１０・３民集２２９・１）
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第２３条 （居所）
� 住所が知れない場合には，居所を住所
とみなす。
� 日本に住所を有しない者は，その者が
日本人又は外国人のいずれであるかを問
わず，日本における居所をその者の住所
とみなす。ただし，準拠法を定める法律
に従いその者の住所地法によるべき場合
は，この限りでない。
❖�【居所の法的効果】民訴４�，民執１６

第２４条 （仮住所）
ある行為について仮住所を選定したと
きは，その行為に関しては，その仮住所
を住所とみなす。
❖【訴訟上の仮住所】民訴１０４�，民執１６

第４節／不在者の財産の管理及び
そう

失踪の宣告

第２５条 （不在者の財産の管理）
� 従来の住所又は居所を去った者（以下
「不在者」という。）がその財産の管理人
（以下この節において単に「管理人」と
いう。）を置かなかったときは，家庭裁
判所は，利害関係人又は検察官の請求に
より，その財産の管理について必要な処
分を命ずることができる。本人の不在中
に管理人の権限が消滅したときも，同様
とする。
� 前項の規定による命令後，本人が管理
人を置いたときは，家庭裁判所は，その管
理人，利害関係人又は検察官の請求によ
り，その命令を取り消さなければならない。
❖【住所・居所】法２２～２４【家庭裁判所の処分】
家審９�甲三

第２６条 （管理人の改任）
不在者が管理人を置いた場合において，
その不在者の生死が明らかでないときは，
家庭裁判所は，利害関係人又は検察官の
請求により，管理人を改任することがで
きる。

第２７条 （管理人の職務）
� 前二条の規定により家庭裁判所が選任
した管理人は，その管理すべき財産の目
録を作成しなければならない。この場合
において，その費用は，不在者の財産の
中から支弁する。
� 不在者の生死が明らかでない場合にお
いて，利害関係人又は検察官の請求があ
るときは，家庭裁判所は，不在者が置い
た管理人にも，前項の目録の作成を命ず
ることができる。
� 前二項に定めるもののほか，家庭裁判
所は，管理人に対し，不在者の財産の保
存に必要と認める処分を命ずることがで
きる。

第２８条 （管理人の権限）
管理人は，第１０３条に規定する権限を
超える行為を必要とするときは，家庭裁
判所の許可を得て，その行為をすること
ができる。不在者の生死が明らかでない
場合において，その管理人が不在者が定
めた権限を超える行為を必要とするとき
も，同様とする。

第２９条 （管理人の担保提供及び報酬）
� 家庭裁判所は，管理人に財産の管理及
び返還について相当の担保を立てさせる
ことができる。
� 家庭裁判所は，管理人と不在者との関
係その他の事情により，不在者の財産の
中から，相当な報酬を管理人に与えるこ
とができる。

そう

第３０条 （失踪の宣告）
� 不在者の生死が７年間明らかでないと
きは，家庭裁判所は，利害関係人の請求

そう

により，失踪の宣告をすることができる。
� 戦地に臨んだ者，沈没した船舶の中に
在った者その他死亡の原因となるべき危
難に遭遇した者の生死が，それぞれ，戦

や

争がや止んだ後，船舶が沈没した後又は
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その他の危難が去った後１年間明らかで
ないときも，前項と同様とする。
❖【失踪宣告の手続】家審９�甲四

第３１条 （失踪の宣告の効力）
前条第１項の規定により失踪の宣告を
受けた者は同項の期間が満了した時に，
同条第２項の規定により失踪の宣告を受
けた者はその危難が去った時に，死亡し
たものとみなす。
❖【死亡の効果】法７２８�・７５１�・８８２

第３２条 （失踪の宣告の取消し）
� 失踪者が生存すること又は前条に規定
する時と異なる時に死亡したことの証明
があったときは，家庭裁判所は，本人又
は利害関係人の請求により，失踪の宣告
を取り消さなければならない。この場合
において，その取消しは，失踪の宣告後
その取消し前に善意でした行為の効力に
影響を及ぼさない。
� 失踪の宣告によって財産を得た者は，
その取消しによって権利を失う。ただし，
現に利益を受けている限度においてのみ，
その財産を返還する義務を負う。
❖�【宣告の取消】家審９�甲四
�【取消の効果と返還義務】法１２１・７０３・７０４

★判例

１❖民法３２条１項但書は，善意の行為者の保護を
目的とするものであるが，それによって失踪
者は，失踪宣告が取り消されたにもかかわら
ず，本来の権利状態を回復することができな
いという不利益を受けるから，その行為が契
約である場合，右但書が適用されるためには
当事者双方が善意であることを要する。（大
判昭和１３・２・７民集１７・５９）

第５節／同時死亡の推定

第３２条の２
数人の者が死亡した場合において，そ
のうちの１人が他の者の死亡後になお生
存していたことが明らかでないときは，
これらの者は，同時に死亡したものと推

定する。
❖【同時死亡の効果】法８８７��・９９４�

】【 第３章●＊法人

第３３条 （法人の成立等）
� 法人は，この法律その他の法律の規定
によらなければ，成立しない。

し

� 学術，技芸，慈善，祭祀，宗教その他
の公益を目的とする法人，営利事業を営
むことを目的とする法人その他の法人の
設立，組織，運営及び管理については，
この法律その他の法律の定めるところに
よる。
★判例

【権利能力なき社団・財団に関する判例】

１❖（法人格の否認）法人格が全くの形骸にすぎ
ない場合，又はそれが法律の適用を回避する
ために濫用されるような場合においては，法
人格を認めることはその本来の目的に照らし
て許すべきではなく，法人格を否認すべきで
ある。株式会社が実質的には個人企業と認め
られる場合に，取引の相手方において，その
取引が会社としてなされたか，個人としてな
されたか判然としないようなときは，会社名
義の取引であっても，相手方は会社の法人格
を否認して，背後者である個人の責任を追求
することができる。（最判昭和４４・２・２７民
集２３・２・５１１）

２❖権利能力なき社団の財産は，実質的には社団
を構成する総社員のいわゆる総有に属するも
のであり，総社員の同意をもって，総有の廃
止その他右財産の処分に関する定めがなされ
ない限り，権利能力なき社団の社員は，当然
に右財産に関し共有持分権又は分割請求権を
有するものではない。（最判昭和３２・１１・１４
民集１１・１２・１９４３）

３❖権利能力のない社団といいうるためには，団
体としての組織を備え，そこには多数決の原
則が行われ，構成員の変更にもかかわらず団
体そのものが存続し，その組織によって代表
の方法，総会の運営，財産の管理その他団体
としての主要な点が確定しているものでなけ
ればならない。このような権利能力のない社
団の資産は構成員に総有的に帰属し，代表者
によってその社団の名において構成員全体の
ため権利を取得し，義務を負担する。（最判
昭和３９・１０・１５民集１８・８・１６７１）
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４❖財団法人の設立認可を受けていない財団で
あっても，個人財産から分離独立した基本財
産を有し，かつ，その運営のための組織を有
しているものは，いわゆる権利能力なき財団
として，社会生活において独立した実体を有
する。当該財団の代表者が振り出した手形は，
当該権利能力なき財団の代表者として振り出
したものと解するのが相当であり，代表者個
人は本件手形の振出人としての責任を負わな
い。（最判昭和４４・１１・４民集２３・１１・１９５１）

５❖権利能力なき社団の資産たる不動産は構成員
全員の総有に属するが，社団代表者は，構成
員全員のために信託的に，自己の名義で登記
をすることができ，右代表者がその地位を失
い，新しく代表者が選任されたときは，新代
表者は旧代表者に対し自己の名義に所有権移
転登記手続をすることを請求できる。一方，
社団名義の登記及び社団の代表者である旨の
肩書を付した代表者個人名義の登記をするこ
とは，権利者として登記される者を実体法上
権利能力を有する者に限定する不動産登記法
の建前に反することになり許されない。（最
判昭和４７・６・２民集２６・５・９５７）

６❖権利能力なき社団の代表者が社団の名におい
てした取引上の債務は，その社団の構成員全
員に，１個の義務として総有的に帰属すると
ともに，社団の総有財産だけがその責任財産
となり，構成員各自は，取引の相手方に対し，
直接には個人的債務ないし責任を負わない。
（最判昭和４８・１０・９民集２７・９・１１２９）

７❖権利能力のない社団の構成員の資格要件に関
する規約の規定が改正された場合には，特段
の事情がない限り，改正決議に承諾をしてい
なかった者を含めてすべての構成員に適用さ
れると解すべきである。（最判平成１２・１０・
２０判時１７３０・２６）

８❖権利能力のない社団である県営住宅の自治会
の会員は，いつでも，当該自治会に対して一
方的な意思表示により退会することができる。
（最判平成１７・４・２６判時１８９７・１０）

第３４条 （法人の能力）
法人は，法令の規定に従い，定款その
他の基本約款で定められた目的の範囲内
において，権利を有し，義務を負う。

第３５条 （外国法人）
� 外国法人は，国，国の行政区画及び外
国会社を除き，その成立を認許しない。

ただし，法律又は条約の規定により認許
された外国法人は，この限りでない。
� 前項の規定により認許された外国法人
は，日本において成立する同種の法人と
同一の私権を有する。ただし，外国人が
享有することのできない権利及び法律又
は条約中に特別の規定がある権利につい
ては，この限りでない。

第３６条 （登記）
法人及び外国法人は，この法律その他
の法令の定めるところにより，登記をす
るものとする。

第３７条 （外国法人の登記）
� 外国法人（第３５条第１項ただし書に規
定する外国法人に限る。以下この条にお
いて同じ。）が日本に事務所を設けたと
きは，３週間以内に，その事務所の所在
地において，次に掲げる事項を登記しな
ければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは，その定め
六 代表者の氏名及び住所
� 前項各号に掲げる事項に変更を生じた
ときは，３週間以内に，変更の登記をし
なければならない。この場合において，
登記前にあっては，その変更をもって第
三者に対抗することができない。
� 代表者の職務の執行を停止し，若しく
はその職務を代行する者を選任する仮処
分命令又はその仮処分命令を変更し，若
しくは取り消す決定がされたときは，そ
の登記をしなければならない。この場合
においては，前項後段の規定を準用する。
� 前二項の規定により登記すべき事項が
外国において生じたときは，登記の期間
は，その通知が到達した日から起算する。
� 外国法人が初めて日本に事務所を設け

民法（３４条―３７条）
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不動産登記法
●平成16年6月18日法律第123号● 最終改正 平成28年5月27日法51号

【 第１章 総則 】

第１条 （目的）
この法律は，不動産の表示及び不動産
に関する権利を公示するための登記に関
する制度について定めることにより，国
民の権利の保全を図り，もって取引の安
全と円滑に資することを目的とする。

第２条 （定義）
この法律において，次の各号に掲げる
用語の意義は，それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
二 不動産の表示 不動産についての第
２７条第１号，第３号若しくは第４号，
第３４条第１項各号，第４３条第１項，第
４４条第１項各号又は第５８条第１項各号
に規定する登記事項をいう。
三 表示に関する登記 不動産の表示に
関する登記をいう。
四 権利に関する登記 不動産について
の次条各号に掲げる権利に関する登記
をいう。
五 登記記録 表示に関する登記又は権
利に関する登記について，一筆の土地
又は１個の建物ごとに第１２条の規定に
より作成される電磁的記録（電子的方
式，磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作
られる記録であって，電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。）をいう。
六 登記事項 この法律の規定により登
記記録として登記すべき事項をいう。

七 表題部 登記記録のうち，表示に関
する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち，権利に関
する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿
であって，磁気ディスク（これに準ず
る方法により一定の事項を確実に記録
することができる物を含む。以下同じ。）
をもって調製するものをいう。
十 表題部所有者 所有権の登記がない
不動産の登記記録の表題部に，所有者
として記録されている者をいう。
十一 登記名義人 登記記録の権利部に，
次条各号に掲げる権利について権利者
として記録されている者をいう。
十二 登記権利者 権利に関する登記を
することにより，登記上，直接に利益
を受ける者をいい，間接に利益を受け
る者を除く。
十三 登記義務者 権利に関する登記を
することにより，登記上，直接に不利
益を受ける登記名義人をいい，間接に
不利益を受ける登記名義人を除く。
十四 登記識別情報 第２２条本文の規定
により登記名義人が登記を申請する場
合において，当該登記名義人自らが当
該登記を申請していることを確認する
ために用いられる符号その他の情報で
あって，登記名義人を識別することが
できるものをいう。
十五 変更の登記 登記事項に変更が
あった場合に当該登記事項を変更する
登記をいう。
十六 更正の登記 登記事項に錯誤又は
遺漏があった場合に当該登記事項を訂
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正する登記をいう。
十七 地番 第３５条の規定により一筆の
土地ごとに付す番号をいう。
十八 地目 土地の用途による分類で
あって，第３４条第２項の法務省令で定
めるものをいう。
十九 地積 一筆の土地の面積であって，
第３４条第２項の法務省令で定めるもの
をいう。
二十 表題登記 表示に関する登記のう
ち，当該不動産について表題部に最初
にされる登記をいう。
二十一 家屋番号 第４５条の規定により
１個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二 区分建物 一棟の建物の構造上
区分された部分で独立して住居，店舗，
事務所又は倉庫その他建物としての用
途に供することができるものであって，
建物の区分所有等に関する法律（昭和
３７年法律第６９号。以下「区分所有法」
という。）第２条第３項に規定する専
有部分であるもの（区分所有法第４条
第２項の規定により共用部分とされた
ものを含む。）をいう。
二十三 附属建物 表題登記がある建物
に附属する建物であって，当該表題登
記がある建物と一体のものとして１個
の建物として登記されるものをいう。
二十四 抵当証券 抵当証券法（昭和６
年法律第１５号）第１条第１項に規定す
る抵当証券をいう。

第３条 （登記することができる権利等）
登記は，不動産の表示又は不動産につ
いての次に掲げる権利の保存等（保存，
設定，移転，変更，処分の制限又は消滅
をいう。次条第２項及び第１０５条第１号
において同じ。）についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権

五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権（採石法（昭和２５年法律第２９１
号）に規定する採石権をいう。第５０条
及び第８２条において同じ。

第４条 （権利の順位）
� 同一の不動産について登記した権利の
順位は，法令に別段の定めがある場合を
除き，登記の前後による。
� 付記登記（権利に関する登記のうち，
既にされた権利に関する登記についてす
る登記であって，当該既にされた権利に
関する登記を変更し，若しくは更正し，
又は所有権以外の権利にあってはこれを
移転し，若しくはこれを目的とする権利
の保存等をするもので当該既にされた権
利に関する登記と一体のものとして公示
する必要があるものをいう。以下この項
及び第６６条において同じ。）の順位は主
登記（付記登記の対象となる既にされた
権利に関する登記をいう。以下この項に
おいて同じ。）の順位により，同一の主
登記に係る付記登記の順位はその前後に
よる。

第５条 （登記がないことを主張すること
ができない第三者）

� 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨
げた第三者は，その登記がないことを主
張することができない。
� 他人のために登記を申請する義務を負
う第三者は，その登記がないことを主張
することができない。ただし，その登記
の登記原因（登記の原因となる事実又は
法律行為をいう。以下同じ。）が自己の
登記の登記原因の後に生じたときは，こ
の限りでない。

不動産登記法（３条―５条）
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【 第２章 登記所及び登記官 】

第６条 （登記所）
� 登記の事務は，不動産の所在地を管轄
する法務局若しくは地方法務局若しくは
これらの支局又はこれらの出張所（以下
単に「登記所」という。）がつかさどる。
� 不動産が二以上の登記所の管轄区域に
またがる場合は，法務省令で定めるとこ
ろにより，法務大臣又は法務局若しくは
地方法務局の長が，当該不動産に関する
登記の事務をつかさどる登記所を指定す
る。
� 前項に規定する場合において，同項の
指定がされるまでの間，登記の申請は，
当該二以上の登記所のうち，一の登記所
にすることができる。

第７条 （事務の委任）
法務大臣は，一の登記所の管轄に属す
る事務を他の登記所に委任することがで
きる。

第８条 （事務の停止）
法務大臣は，登記所においてその事務
を停止しなければならない事由が生じた
ときは，期間を定めて，その停止を命ず
ることができる。

第９条 （登記官）
登記所における事務は，登記官（登記
所に勤務する法務事務官のうちから，法
務局又は地方法務局の長が指定する者を
いう。以下同じ。）が取り扱う。

第１０条 （登記官の除斥）
登記官又はその配偶者若しくは四親等
内の親族（配偶者又は四親等内の親族で
あった者を含む。以下この条において同
じ。）が登記の申請人であるときは，当
該登記官は，当該登記をすることができ
ない。登記官又はその配偶者若しくは四

親等内の親族が申請人を代表して申請す
るときも，同様とする。

【 第３章 登記記録等 】

第１１条 （登記）
登記は，登記官が登記簿に登記事項を
記録することによって行う。

第１２条 （登記記録の作成）
登記記録は，表題部及び権利部に区分
して作成する。

第１３条 （登記記録の滅失と回復）
法務大臣は，登記記録の全部又は一部
が滅失したときは，登記官に対し，一定
の期間を定めて，当該登記記録の回復に
必要な処分を命ずることができる。

第１４条 （地図等）
� 登記所には，地図及び建物所在図を備
え付けるものとする。
� 前項の地図は，一筆又は二筆以上の土
地ごとに作成し，各土地の区画を明確に
し，地番を表示するものとする。
� 第１項の建物所在図は，１個又は２個
以上の建物ごとに作成し，各建物の位置
及び家屋番号を表示するものとする。
� 第１項の規定にかかわらず，登記所に
は，同項の規定により地図が備え付けら
れるまでの間，これに代えて，地図に準
ずる図面を備え付けることができる。
� 前項の地図に準ずる図面は，一筆又は
二筆以上の土地ごとに土地の位置，形状
及び地番を表示するものとする。
� 第１項の地図及び建物所在図並びに第
４項の地図に準ずる図面は，電磁的記録
に記録することができる。

第１５条 （法務省令への委任）
この章に定めるもののほか，登記簿及
び登記記録並びに地図，建物所在図及び
地図に準ずる図面の記録方法その他の登

不動産登記法（６条―１５条）
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記の事務に関し必要な事項は，法務省令
で定める。

【 第４章 登記手続 】

第１節／総則

第１６条 （当事者の申請又は嘱託による登
記）

� 登記は，法令に別段の定めがある場合
を除き，当事者の申請又は官庁若しくは
公署の嘱託がなければ，することができ
ない。
� 第２条第１４号，第５条，第６条第３項，
第１０条及びこの章（この条，第２７条，第
２８条，第３２条，第３４条，第３５条，第４１条，
第４３条から第４６条まで，第５１条第５項及
び第６項，第５３条第２項，第５６条，第５８
条第１項及び第４項，第５９条第１号，第
３号から第６号まで及び第８号，第６６条，
第６７条，第７１条，第７３条第１項第２号か
ら第４号まで，第２項及び第３項，第７６
条，第７８条から第８６条まで，第８８条，第
９０条から第９２条まで，第９４条，第９５条第
１項，第９６条，第９７条，第９８条第２項，
第１０１条，第１０２条，第１０６条，第１０８条，
第１１２条，第１１４条から第１１７条まで並び
に第１１８条第２項，第５項及び第６項を
除く。）の規定は，官庁又は公署の嘱託
による登記の手続について準用する。

第１７条 （代理権の不消滅）
登記の申請をする者の委任による代理
人の権限は，次に掲げる事由によっては，
消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任
務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の
消滅若しくは変更

第１８条 （申請の方法）
登記の申請は，次に掲げる方法のいず
れかにより，不動産を識別するために必
要な事項，申請人の氏名又は名称，登記
の目的その他の登記の申請に必要な事項
として政令で定める情報（以下「申請情
報」という。）を登記所に提供してしな
ければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子
情報処理組織（登記所の使用に係る電
子計算機（入出力装置を含む。以下こ
の号において同じ。）と申請人又はそ
の代理人の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理
組織をいう。）を使用する方法
二 申請情報を記載した書面（法務省令
で定めるところにより申請情報の全部
又は一部を記録した磁気ディスクを含
む。）を提出する方法

第１９条 （受付）
� 登記官は，前条の規定により申請情報
が登記所に提供されたときは，法務省令
で定めるところにより，当該申請情報に係
る登記の申請の受付をしなければならない。
� 同一の不動産に関し二以上の申請がさ
れた場合において，その前後が明らかで
ないときは，これらの申請は，同時にさ
れたものとみなす。
� 登記官は，申請の受付をしたときは，
当該申請に受付番号を付さなければなら
ない。この場合において，同一の不動産
に関し同時に二以上の申請がされたとき
（前項の規定により同時にされたものと
みなされるときを含む。）は，同一の受
付番号を付するものとする。
❖【申請の受付】規５６，準３１

第２０条 （登記の順序）
登記官は，同一の不動産に関し権利に
関する登記の申請が二以上あったときは，
これらの登記を受付番号の順序に従って

不動産登記法（１６条―２０条）
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しなければならない。

第２１条 （登記識別情報の通知）
登記官は，その登記をすることによっ
て申請人自らが登記名義人となる場合に
おいて，当該登記を完了したときは，法
務省令で定めるところにより，速やかに，
当該申請人に対し，当該登記に係る登記
識別情報を通知しなければならない。た
だし，当該申請人があらかじめ登記識別
情報の通知を希望しない旨の申出をした
場合その他の法務省令で定める場合は，
この限りでない。

第２２条 （登記識別情報の提供）
登記権利者及び登記義務者が共同して
権利に関する登記の申請をする場合その
他登記名義人が政令で定める登記の申請
をする場合には，申請人は，その申請情
報と併せて登記義務者（政令で定める登
記の申請にあっては，登記名義人。次条
第１項，第２項及び第４項各号において
同じ。）の登記識別情報を提供しなけれ
ばならない。ただし，前条ただし書の規
定により登記識別情報が通知されなかっ
た場合その他の申請人が登記識別情報を
提供することができないことにつき正当
な理由がある場合は，この限りでない。

第２３条 （事前通知等）
� 登記官は，申請人が前条に規定する申
請をする場合において，同条ただし書の
規定により登記識別情報を提供すること
ができないときは，法務省令で定める方
法により，同条に規定する登記義務者に
対し，当該申請があった旨及び当該申請
の内容が真実であると思料するときは法
務省令で定める期間内に法務省令で定め
るところによりその旨の申出をすべき旨
を通知しなければならない。この場合に
おいて，登記官は，当該期間内にあって
は，当該申出がない限り，当該申請に係

る登記をすることができない。
� 登記官は，前項の登記の申請が所有権
に関するものである場合において，同項
の登記義務者の住所について変更の登記
がされているときは，法務省令で定める
場合を除き，同項の申請に基づいて登記
をする前に，法務省令で定める方法によ
り，同項の規定による通知のほか，当該
登記義務者の登記記録上の前の住所にあ
てて，当該申請があった旨を通知しなけ
ればならない。
� 前二項の規定は，登記官が第２５条（第
１０号を除く。）の規定により申請を却下
すべき場合には，適用しない。
� 第１項の規定は，同項に規定する場合
において，次の各号のいずれかに掲げる
ときは，適用しない。
一 当該申請が登記の申請の代理を業と
することができる代理人によってされ
た場合であって，登記官が当該代理人
から法務省令で定めるところにより当
該申請人が第１項の登記義務者である
ことを確認するために必要な情報の提
供を受け，かつ，その内容を相当と認
めるとき。
二 当該申請に係る申請情報（委任によ
る代理人によって申請する場合にあっ
ては，その権限を証する情報）を記載
し，又は記録した書面又は電磁的記録
について，公証人（公証人法（明治４１
年法律第５３号）第８条の規定により公
証人の職務を行う法務事務官を含む。）
から当該申請人が第１項の登記義務者
であることを確認するために必要な認
証がなされ，かつ，登記官がその内容
を相当と認めるとき。

第２４条 （登記官による本人確認）
� 登記官は，登記の申請があった場合に
おいて，申請人となるべき者以外の者が
申請していると疑うに足りる相当な理由
があると認めるときは，次条の規定によ
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り当該申請を却下すべき場合を除き，申
請人又はその代表者若しくは代理人に対
し，出頭を求め，質問をし，又は文書の
提示その他必要な情報の提供を求める方
法により，当該申請人の申請の権限の有
無を調査しなければならない。
� 登記官は，前項に規定する申請人又は
その代表者若しくは代理人が遠隔の地に
居住しているとき，その他相当と認める
ときは，他の登記所の登記官に同項の調
査を嘱託することができる。

第２５条 （申請の却下）
登記官は，次に掲げる場合には，理由
を付した決定で，登記の申請を却下しな
ければならない。ただし，当該申請の不
備が補正することができるものである場
合において，登記官が定めた相当の期間
内に，申請人がこれを補正したときは，
この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申
請を受けた登記所の管轄に属しないと
き。
二 申請が登記事項（他の法令の規定に
より登記記録として登記すべき事項を
含む。）以外の事項の登記を目的とす
るとき。
三 申請に係る登記が既に登記されてい
るとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によ
るとき。
五 申請情報又はその提供の方法がこの
法律に基づく命令又はその他の法令の
規定により定められた方式に適合しな
いとき。
六 申請情報の内容である不動産又は登
記の目的である権利が登記記録と合致
しないとき。
七 申請情報の内容である登記義務者
（第６５条，第７７条，第８９条 第１項（同
条第２項（第９５条第２項において準用
する場合を含む。）及び第９５条第２項

において準用する場合を含む。），第９３
条（第９５条第２項において準用する場
合を含む。）又は第１１０条前段の場合に
あっては，登記名義人）の氏名若しく
は名称又は住所が登記記録と合致しな
いとき。
八 申請情報の内容が第６１条に規定する
登記原因を証する情報の内容と合致し
ないとき。
九 第２２条本文若しくは第６１条の規定又
はこの法律に基づく命令若しくはその
他の法令の規定により申請情報と併せ
て提供しなければならないものとされ
ている情報が提供されないとき。
十 第２３条第１項に規定する期間内に同
項の申出がないとき。
十一 表示に関する登記の申請に係る不
動産の表示が第２９条の規定による登記
官の調査の結果と合致しないとき。
十二 登録免許税を納付しないとき。
十三 前各号に掲げる場合のほか，登記
すべきものでないときとして政令で定
めるとき。

第２６条 （政令への委任）
この章に定めるもののほか，申請情報
の提供の方法並びに申請情報と併せて提
供することが必要な情報及びその提供の
方法その他の登記申請の手続に関し必要
な事項は，政令で定める。

第２節／表示に関する登記

第１款／通則

第２７条 （表示に関する登記の登記事項）
土地及び建物の表示に関する登記の登
記事項は，次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産（共用部
分（区分所有法第４条第２項に規定す
る共用部分をいう。以下同じ。）であ
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る旨の登記又は団地共用部分（区分所
有法第６７条第１項に規定する団地共用
部分をいう。以下同じ。）である旨の
登記がある建物を除く。）については，
所有者の氏名又は名称及び住所並びに
所有者が２人以上であるときはその所
有者ごとの持分
四 前三号に掲げるもののほか，不動産
を識別するために必要な事項として法
務省令で定めるもの

第２８条 （職権による表示に関する登記）
表示に関する登記は，登記官が，職権
ですることができる。

第２９条 （登記官による調査）
� 登記官は，表示に関する登記について
第１８条の規定により申請があった場合及
び前条の規定により職権で登記しようと
する場合において，必要があると認める
ときは，当該不動産の表示に関する事項
を調査することができる。
� 登記官は，前項の調査をする場合にお
いて，必要があると認めるときは，日出
から日没までの間に限り，当該不動産を
検査し，又は当該不動産の所有者その他
の関係者に対し，文書若しくは電磁的記
録に記録された事項を法務省令で定める
方法により表示したものの提示を求め，
若しくは質問をすることができる。この
場合において，登記官は，その身分を示
す証明書を携帯し，関係者の請求があっ
たときは，これを提示しなければならな
い。

第３０条 （一般承継人による申請）
表題部所有者又は所有権の登記名義人
が表示に関する登記の申請人となること
ができる場合において，当該表題部所有
者又は登記名義人について相続その他の
一般承継があったときは，相続人その他
の一般承継人は，当該表示に関する登記

を申請することができる。

第３１条 （表題部所有者の氏名等の変更の
登記又は更正の登記）

表題部所有者の氏名若しくは名称又は
住所についての変更の登記又は更正の登
記は，表題部所有者以外の者は，申請す
ることができない。

第３２条 （表題部所有者の変更等に関する
登記手続）

表題部所有者又はその持分についての
変更は，当該不動産について所有権の保
存の登記をした後において，その所有権
の移転の登記の手続をするのでなければ，
登記することができない。

第３３条 （表題部所有者の更正の登記等）
� 不動産の所有者と当該不動産の表題部
所有者とが異なる場合においてする当該
表題部所有者についての更正の登記は，
当該不動産の所有者以外の者は，申請す
ることができない。
� 前項の場合において，当該不動産の所
有者は，当該表題部所有者の承諾がある
ときでなければ，申請することができな
い。
� 不動産の表題部所有者である共有者の
持分についての更正の登記は，当該共有
者以外の者は，申請することができない。
� 前項の更正の登記をする共有者は，当
該更正の登記によってその持分を更正す
ることとなる他の共有者の承諾があると
きでなければ，申請することができない。

第２款／土地の表示に関する登記

第３４条 （土地の表示に関する登記の登記
事項）

� 土地の表示に関する登記の登記事項は，
第２７条各号に掲げるもののほか，次のと
おりとする。
一 土地の所在する市，区，郡，町，村
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及び字
二 地番
三 地目
四 地積
� 前項第３号の地目及び同項第４号の地
積に関し必要な事項は，法務省令で定め
る。

第３５条 （地番）
登記所は，法務省令で定めるところに
より，地番を付すべき区域（第３９条第２
項及び第４１条第２号において「地番区
域」という。）を定め，一筆の土地ごと
に地番を付さなければならない。

第３６条 （土地の表題登記の申請）
新たに生じた土地又は表題登記がない
土地の所有権を取得した者は，その所有
権の取得の日から１月以内に，表題登記
を申請しなければならない。

第３７条 （地目又は地積の変更の登記の申
請）

� 地目又は地積について変更があったと
きは，表題部所有者又は所有権の登記名
義人は，その変更があった日から１月以
内に，当該地目又は地積に関する変更の
登記を申請しなければならない。
� 地目又は地積について変更があった後
に表題部所有者又は所有権の登記名義人
となった者は，その者に係る表題部所有
者についての更正の登記又は所有権の登
記があった日から１月以内に，当該地目
又は地積に関する変更の登記を申請しな
ければならない。

第３８条 （土地の表題部の更正の登記の申
請）

第２７条第１号，第２号若しくは第４号
（同号にあっては，法務省令で定めるも
のに限る。）又は第３４条第１項第１号，
第３号若しくは第４号に掲げる登記事項

に関する更正の登記は，表題部所有者又
は所有権の登記名義人以外の者は，申請
することができない。

第３９条 （分筆又は合筆の登記）
� 分筆又は合筆の登記は，表題部所有者
又は所有権の登記名義人以外の者は，申
請することができない。
� 登記官は，前項の申請がない場合で
あっても，一筆の土地の一部が別の地目
となり，又は地番区域（地番区域でない
字を含む。第４１条第２号において同
じ。）を異にするに至ったときは，職権
で，その土地の分筆の登記をしなければ
ならない。
� 登記官は，第１項の申請がない場合で
あっても，第１４条第１項の地図を作成す
るため必要があると認めるときは，第１
項に規定する表題部所有者又は所有権の
登記名義人の異議がないときに限り，職
権で，分筆又は合筆の登記をすることが
できる。

第４０条 （分筆に伴う権利の消滅の登記）
登記官は，所有権の登記以外の権利に
関する登記がある土地について分筆の登
記をする場合において，当該分筆の登記
の申請情報と併せて当該権利に関する登
記に係る権利の登記名義人（当該権利に
関する登記が抵当権の登記である場合に
おいて，抵当証券が発行されているとき
は，当該抵当証券の所持人又は裏書人を
含む。）が当該権利を分筆後のいずれか
の土地について消滅させることを承諾し
たことを証する情報が提供されたとき
（当該権利を目的とする第三者の権利に
関する登記がある場合にあっては，当該
第三者が承諾したことを証する情報が併
せて提供されたときに限る。）は，法務
省令で定めるところにより，当該承諾に
係る土地について当該権利が消滅した旨
を登記しなければならない。
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第４１条 （合筆の登記の制限）
次に掲げる合筆の登記は，することが
できない。
一 相互に接続していない土地の合筆の
登記
二 地目又は地番区域が相互に異なる土
地の合筆の登記
三 表題部所有者又は所有権の登記名義
人が相互に異なる土地の合筆の登記
四 表題部所有者又は所有権の登記名義
人が相互に持分を異にする土地の合筆
の登記
五 所有権の登記がない土地と所有権の
登記がある土地との合筆の登記
六 所有権の登記以外の権利に関する登
記がある土地（権利に関する登記で
あって，合筆後の土地の登記記録に登
記することができるものとして法務省
令で定めるものがある土地を除く。）
の合筆の登記

第４２条 （土地の滅失の登記の申請）
土地が滅失したときは，表題部所有者
又は所有権の登記名義人は，その滅失の
日から１月以内に，当該土地の滅失の登
記を申請しなければならない。

第４３条 （河川区域内の土地の登記）
� 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６
条第１項（同法第１００条第１項において
準用する場合を含む。第１号において同
じ。）の河川区域内の土地の表示に関す
る登記の登記事項は，第２７条各号及び第
３４条第１項各号に掲げるもののほか，第
１号に掲げる土地である旨及び第２号か
ら第５号までに掲げる土地にあってはそ
れぞれその旨とする。
一 河川法第６条第１項の河川区域内の
土地
二 河川法第６条第２項（同法第１００条
第１項において準用する場合を含
む。）の高規格堤防特別区域内の土地

三 河川法第６条第３項（同法第１００条
第１項において準用する場合を含
む。）の樹林帯区域内の土地
四 河川法第２６条第４項（同法第１００条
第１項において準用する場合を含
む。）の特定樹林帯区域内の土地
五 河川法第５８条の２第２項（同法第１００
条第１項において準用する場合を含
む。）の河川立体区域内の土地

� 土地の全部又は一部が前項第１号の河
川区域内又は同項第２号の高規格堤防特
別区域内，同項第３号の樹林帯区域内，
同項第４号の特定樹林帯区域内若しくは
同項第５号の河川立体区域内の土地と
なったときは，河川管理者は，遅滞なく，
その旨の登記を登記所に嘱託しなければ
ならない。
� 土地の全部又は一部が第１項第１号の
河川区域内又は同項第２号の高規格堤防
特別区域内，同項第３号の樹林帯区域内，
同項第４号の特定樹林帯区域内若しくは
同項第５号の河川立体区域内の土地でな
くなったときは，河川管理者は，遅滞な
く，その旨の登記の抹消を登記所に嘱託
しなければならない。
� 土地の一部について前二項の規定によ
り登記の嘱託をするときは，河川管理者
は，当該土地の表題部所有者若しくは所
有権の登記名義人又はこれらの者の相続
人その他の一般承継人に代わって，当該
土地の分筆の登記を登記所に嘱託するこ
とができる。
� 第１項各号の河川区域内の土地の全部
が滅失したときは，河川管理者は，遅滞
なく，当該土地の滅失の登記を登記所に
嘱託しなければならない。
� 第１項各号の河川区域内の土地の一部
が滅失したときは，河川管理者は，遅滞
なく，当該土地の地積に関する変更の登
記を登記所に嘱託しなければならない。
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第３款／建物の表示に関する登記

第４４条 （建物の表示に関する登記の登記
事項）

� 建物の表示に関する登記の登記事項は，
第２７条各号に掲げるもののほか，次のと
おりとする。
一 建物の所在する市，区，郡，町，村，
字及び土地の地番（区分建物である建
物にあっては，当該建物が属する一棟
の建物の所在する市，区，郡，町，村，
字及び土地の地番）
二 家屋番号
三 建物の種類，構造及び床面積
四 建物の名称があるときは，その名称
五 附属建物があるときは，その所在す
る市，区，郡，町，村，字及び土地の
地番（区分建物である附属建物にあっ
ては，当該附属建物が属する一棟の建
物の所在する市，区，郡，町，村，字
及び土地の地番）並びに種類，構造及
び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分で
あるときは，その旨
七 建物又は附属建物が区分建物である
ときは，当該建物又は附属建物が属す
る一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である
場合であって，当該建物又は附属建物
が属する一棟の建物の名称があるとき
は，その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である
場合において，当該区分建物について
区分所有法第２条第６項に規定する敷
地利用権（登記されたものに限る。）
であって，区分所有法第２２条第１項本
文（同条第３項において準用する場合
を含む。）の規定により区分所有者の
有する専有部分と分離して処分するこ
とができないもの（以下「敷地権」と
いう。）があるときは，その敷地権

� 前項第３号，第５号及び第７号の建物

の種類，構造及び床面積に関し必要な事
項は，法務省令で定める。

第４５条 （家屋番号）
登記所は，法務省令で定めるところに
より，１個の建物ごとに家屋番号を付さ
なければならない。

第４６条 （敷地権である旨の登記）
登記官は，表示に関する登記のうち，
区分建物に関する敷地権について表題部
に最初に登記をするときは，当該敷地権
の目的である土地の登記記録について，
職権で，当該登記記録中の所有権，地上
権その他の権利が敷地権である旨の登記
をしなければならない。

第４７条 （建物の表題登記の申請）
� 新築した建物又は区分建物以外の表題
登記がない建物の所有権を取得した者は，
その所有権の取得の日から１月以内に，
表題登記を申請しなければならない。
� 区分建物である建物を新築した場合に
おいて，その所有者について相続その他
の一般承継があったときは，相続人その
他の一般承継人も，被承継人を表題部所
有者とする当該建物についての表題登記
を申請することができる。

第４８条 （区分建物についての建物の表題
登記の申請方法）

� 区分建物が属する一棟の建物が新築さ
れた場合又は表題登記がない建物に接続
して区分建物が新築されて一棟の建物と
なった場合における当該区分建物につい
ての表題登記の申請は，当該新築された
一棟の建物又は当該区分建物が属するこ
ととなった一棟の建物に属する他の区分
建物についての表題登記の申請と併せて
しなければならない。
� 前項の場合において，当該区分建物の
所有者は，他の区分建物の所有者に代
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