
監修者はしがき

弘文堂�条解�シリーズの第��番目である本書は，以下のような特徴を有し

ている。

第�に，本書は，他の�条解�シリーズと同様，各条文に相当程度の紙数を

割いている。現行�不動産登記法�に関して，現在発刊されている著作物の中

でも，最も詳細なコンメンタールである。

第�に，本書は，不動産登記を構成する表題部と権利部の登記(表示に関す

る登記・権利に関する登記)の担い手である土地家屋調査士と司法書士の共同編

集の成果である。�条解�シリーズには，日本弁護士連合会の編著である�条

解弁護士法�があるが，日本司法書士会連合会(日司連)と日本土地家屋調査士

会連合会(日調連)が協力して不動産登記法の解説書を上梓するのは，今回が

初めてである。

第�に，本書では，上記実務家の連合に，さらに研究者が参加している。

本書の各項目の執筆は，まず研究者によって下原稿が整えられ，これに実務

家が手を入れる手順で行われたが，このような実務家と研究者のスリリング

でチャレンジングな協力体制も，他にはあまり例は見られない。

第	に，上記のような共同執筆作業の結果，本書の内容は，各制度の構造

を理論的に探求した学術書としての性格と，不動産登記実務の指針としての

実践的な性格とを，併せ有するものとなっている。在野の実務家と研究者の

共同作業の成果である本書は，実務の現状をただ単に追認しただけのものに

とどまらず，現行不動産登記法制の問題点に踏み込み，あるいは登記実務の

運用につき改善が望まれる個所を指摘し，不動産登記制度の今後あるべき方

向性を展望する。

以上のような在野実務家(司法書士・土地家屋調査士)と研究者の共同作業には，

予想していた以上に長い時間を費やすこととなったが，その成果物である本

書は，目下存在する不動産登記法関連の実務書・研究書の中でも，最高水準
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に位置するものとなった。各項目の執筆を担当された実務家ならびに研究者

の方々のご努力に敬意を表するとともに，困難な取りまとめの作業に尽力さ

れた弘文堂の担当編集者である高岡俊英氏に，心より御礼申し上げたい。

本書が，不動産登記に関する研究者の学術的考察にとって有益な存在とな

り，実務家の日々の業務の参考資料として活用されることを希望するととも

に，これからも司法書士と土地家屋調査士，あるいは実務家と研究者とが，

緊密な協力関係を築き上げ，共同研究の成果を公表する試みが，広く一般化

することを願っている。

平成��年	月

七戸 克彦

監修者はしがきii



編者はしがき(日本司法書士会連合会)

���年ぶりの大改正といわれた平成�#年の不動産登記法改正から，既に相

当の期間が過ぎた。その後，法改正当時の議論では思いも付かないような事

象や実務での対応が必要な事柄が生じてきた。法制審議会の検討に先立つ，

オンライン登記申請制度研究会での検討当初は，単に，紙に記載する申請事

項を電子情報とすることを考えていたようであり，登記申請をオンラインで

行うことができるようにすることが法改正の趣旨であった。しかし，実際に

検討を進めるに従って，書面申請の場合の出頭主義やオンライン申請におけ

る共同申請をどうするのか，登記済証に代わる本人確認方法をどうするのか

など，不動産登記制度の根本原則について検討する必要性が生じた。

日本司法書士会連合会(以下�日司連�という)は，このように大きな改正にお

いては，オンライン申請制度に直接関するものに止まらず，それまでの不都

合や不便が指摘されていた事項の改正も行うべきものとして，次のような主

張をした。

・ 一般国民が，申請当事者(代理人)や書面の作成者の特定のための電子

認証を利用することは相当将来のことだろうと思われることから，司法

書士などの資格者代理人の本人や原因の確認をもって，登記所への添付

情報に提供を省略できるようにすること

・ 登記原因証書(現在の登記原因証明情報)の提供を必須化し，これを登記

所で長期保存すること

・ 司法書士が作成する登記原因の確認資料を登記原因証書として認める

こと

・ 登記済証添付制度を廃止し，原則として資格者代理人の本人確認制度

とすること

ところで，改正不動産登記法の施行当初，不動産登記におけるオンライン

申請利用は極端に少なかった。これは，添付情報を含め全ての情報を電子化
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する必要があったからだといえ，その後，添付情報は，一部を除いて原本を

別に送付したり持参するなどの方法が可能とされたことによって，ある程度

の利用率となってきた。しかし，将来の電子社会の浸透とともに本流になる

であろうオンライン申請については，このような過渡的な制度ではなく，よ

り安全で便利なものとするために不断の改良がなされていくはずで，不動産

登記制度に実務者として関わる司法書士は，不動産登記制度の本質を維持し

ながら，実務に即したオンライン申請制度となるよう提言していく必要があ

る。

オンライン申請は，申請手続きの重要な部分を占めるものではあるが，あ

くまで申請手段であって不動産登記制度の目的ではない。不動産登記制度の

あるべき姿を見据えながら，オンライン申請による制約に合わせるための制

度変更とならないように注意しつつ，必要な改善を進めていく必要がある。

本書は，歴史的な制度変革を成し遂げた不動産登記法について，学術的な

ものは当然として，登記実務においても十分に利用価値のあるコンメンター

ルが必要ではないかとの認識で企画され，日司連は，日本土地家屋調査士会

連合会とともに実務面から編集に当たることとなった。これにより本書は，

基本的には現時点での物権法および不動産登記制度の最先端を行く研究者に

よって執筆され，理論的にも十分に検討された学術書として非常に価値のあ

るものであると同時に，実務家にとっても，登記実務を踏まえた上で，理論

的な背景や物権法や不動産登記制度の体系的な位置づけも理解できるものと

なっている。読者の一助となれば幸いである。

平成#$年�月

日本司法書士会連合会

会長 細田 長司

編者はしがき(日本司法書士会連合会)iv



編者はしがき(日本土地家屋調査士会連合会)

難解といわれる不動産登記法の研究者は他に比して少ないように思われる。

また実務に即した理論的な解説書となればさらに少数である。とかく，登記

実務の現場においては，あながち�法�が目指したものとは思えない局面も少

なくないように感じられる。特に，不動産の表示に関する登記においてはそ

の傾向は強く，また土地にあっては地域の慣習，特色も加味されている。

土地家屋調査士は，不動産の表示に関する登記を申請人等の代理人として，

このような必ずしも画一的ではなく，理論と現実の狭間で煩悶しながら実務

を処理していかざるをえないことも稀ではない。

そのような背景において，本書は，とかく実務に流されがちな我々実務家

に，今一度登記制度が求める原点に立ち返り，かつ実体法を睨みつつ，より

一層中身の濃い業務を目指せと警鐘を鳴らしているようでもある。

資格者の発言は時として，綸言汗のごとしである場面に遭遇することがあ

り，その重責を担うためには常に研鑽を積まなければならないことはいうま

でもないことであって，まさに本書はその座右の書として愛読され得る内容

が盛り込まれている。

本書の特色は，各条について掘り下げた詳細な解説がなされていることに

加えて，実務の視点に立った解説もなされている点にあり，現役の実務家の

方々，官署・公署の嘱託登記に携わる方々，またこれから土地家屋調査士を

目指す方々にとっては登記制度の真髄が読み取れる唯一無二のコンメンター

ルとして価値あるものに仕上がっている。

�手続法は，常に実体法と渾然一体をなしていることが理想であるから，

登記手続の取扱い例に理論的根拠を与えたり又は反省させることも必要�(我

妻栄ほか�不動産の登記�ジュリスト選書〔有斐閣・��$#〕)であることから，本書を基

に議論百出の場が広がり，不動産登記制度がその時代に即した制度として充

実・発展していくことを願って止まない。
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最後に，日本司法書士会連合会の方々とともに，研究者の執筆に惜しみな

い協力をしてくれた日本土地家屋調士会連合会・元副会長の下川健策君にお

礼を申し上げる。

平成#$年�月

日本土地家屋調査士会連合会

会長 竹内 八十二

編者はしがき(日本土地家屋調査士会連合会)vi
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第�章 総 則

＊旧法関係……章名変更なし

Ⅰ 総則規定の改正点

1 旧法の規定

旧法は，まず�条において，登記をすることができる権利および権利変動の種類を明ら

かにし，続く�か条で，いわゆる予備登記(仮登記(旧法�条)および予告登記(旧法�条))の

意義と効力を定めていた。さらに対抗要件主義に関する民法HII条の原則に対する例外規

定として，登記の欠缺を主張することができない第三者についての特則を定める規定(旧

法�条・�条)，権利の順位に関する一般原則(旧法�条)および付記登記ならびに仮登記の

順位に関する規定(旧法�条)と法務省令への委任に関する規定(旧法�条ノ�)を置いていた。

2 新法の規定

新法における実質的な変更点としては，第�に，不動産登記制度の目的規定を冒頭に掲

げたこと(�条)，第�に，本法で使用する基本用語の定義規定を設けたこと(�条)，第�

に，濫用の弊害が目立つうえ有効性について疑義が持たれていた予告登記を廃止し，旧法

第�条に相当する規定を削除したこと，が挙げられる。

また，実質的な内容の変更を伴わない規定の配置換えおよび文言の調整として，第�に，

仮登記に関する規定が，	権利に関する登記
の一類型として，登記手続の各論部分(H��条

〜HH�条)に移された。第�に，本登記と付記登記の順位に関する規定が�カ条に統合され

た(�条)。第�に，民法HII条における背信的悪意者排除論の確立をふまえて，旧法�条

および�条が�か条に統合された(�条)。

旧法�条は新法�条に承継されている。

(目的)

第�条 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。

§ � 13



＊旧法関係……本条新設

＊関連法規……(趣旨)令�条，準則�条

Ⅰ 本条の趣旨

本条は，新設規定であり，不動産登記制度の意義と目的を謳うものである。すなわち，

本法の目的が，	国民の権利の保全
を図り，	取引の安全と円滑
に資することにあること，

そして不動産登記制度が	不動産の表示及び不動産に関する権利を公示する
仕組みとして

構成されていること，が明らかにされている。

	不動産の表示
とは，権利の客体としての不動産の客観的状況を明らかにするために不

動産の表示に関する登記の登記事項として法定された事項をいう。	不動産に関する権利


については，登記をすることができる権利として不登法�条に列挙されたものに関する物

権等の変動が公示される。

Ⅱ 不動産登記制度の目的

1 不動産に関する権利変動の公示方法としての登記制度

本法は，不動産の公示方法である登記に関する基本法である。本条における	不動産に

関する権利
として主に念頭に置かれているのは物権である。それにもかかわらず，	不動

産に関する物権
と表現されていないのは，後述のとおり(Ⅱ3参照)，体系上は債権に分類

されているものの，用益物権と実質的に同等の機能を果たしている賃借権も登記によって

公示することができるものとされ(民â��，借地借家H�)，本法も，登記可能な権利の中に賃

借権を含めているからである(�⑻)。つまり，不動産登記制度は，不動産に関する物権お

よびこれに準ずる権利(物の支配を目的とする権利)を公示するための制度として理解するこ

とができる。

2 物権法の基本原理としての公示の原則

所有権をその基本形態とする物権は，排他性をもつ絶対権であり，また物に対する直接

的支配という一定の状態の保護を目的とする権利である。そして同一物につき所有権が複

数併存することは，原則としてありえない(一物一権主義)。したがって，ある物に対して

誰のどのような物権が存在しているのかを恒常的に外部に公示する仕組みがなければ，

人々は安心して社会生活を送ることができない。各個人が，他人の物権をいたずらに侵害

することがないように，物権法の基本原理として，物権変動は外部から認識されうる何ら

かの表象を伴うことを必要とする原則が要請される。このような原則を公示の原則とよぶ。

これに対して，債権は，排他性のない相対権として，特定人に対して一定の行為を請求

できる権利として観念され，最終的には履行によって消滅することを目的としている。所

有権とは対照的に，例えば�人の俳優が同一時間帯に異なる劇場に出演する契約を複数有

効に成立させることができる。たとえ内容的に両立不能であっても対等な価値を持つ債権

§ � Ⅰ, Ⅱ 1, 214



として複数成立させておき，どちらを履行するかは債務者の任意に委ねる(債務者の行為自

由を保障する)ことが，自由主義社会においては望ましいと考えられているからである。こ

のように，ある債権が存在しても，その債権は遠からず消滅する運命にあり，かつその債

権と内容的に両立しえない権利を債務者が幾重にも新たに設定することができる以上は，

債権の帰属状態を恒常的に公示する必要性は，物権に比べてきわめて乏しい。

このような権利の性質の違いから，債権の帰属が変動する場合とは特に区別して，物権

法固有の基本原理として公示の原則が説かれているのである。

3 登記の機能

(*) 競合する権利変動相互間の優劣決定機能 民法典によると，法律行為による物

権変動に関しては，意思表示のみによって物権変動の効果が生じるものとされている(民

HIâ)。簡易迅速に権利関係を変動させることができる点において，物権変動の当事者にと

って便利で都合のよい制度といえる。しかし，前述Ⅱ2で見たとおり，物権法においては

公示の原則が妥当する。そのために，公示の原則は，公示の具備を第三者対抗要件とする

という形でルール化されている(意思主義＋対抗要件主義)。すなわち物権変動の効力を第三

者に主張するためには対抗要件を備えなければならず，対抗要件によって公示されない物

権変動を第三者は否認(無視して行動)してよい。動産の場合には，目的物の占有を通じて

権利の帰属が，占有の移転=引渡しによって権利変動過程が公示される(民HI])。

これに対して，不動産の場合には，不動産登記簿への登記が対抗要件である(民HII)。

不動産においては，その性質上，不動産登記簿に情報を集約して権利関係を公示すること

が可能である。精度の高い情報を提供できるという意味では，占有という事実的支配に密

着した方法に比べて，公示手段として洗練された方式だということができる。

その結果，例えば，�つの不動産が二重に譲渡された場合，本来であれば優先性原理に

したがい，時間的に先に譲り受けた第�譲受人が第�譲受人に優先すべきところ，対抗要

件の先後が契約締結の先後に代わる優劣決定基準となる。つまり第�譲受人が先に対抗要

件を備えると，第�譲受人はたとえ先に契約を結んでいても失権してしまうのである。こ

のように，対抗要件としての登記は，同一不動産につき競合する物権変動相互間の優劣を

決定する機能を有する(優劣決定機能)。同じことは同一不動産に抵当権が複数設定された

場合にもあてはまる。同一不動産上の抵当権相互間における優先関係は，登記の時間的先

後に従って画一的に序列が決定される(民�I�)。

(3) 権利の帰属公示機能 次に，公示方法としての対抗要件は，物権変動の結果で

ある現在の物権の帰属状態を公示する機能をも果たしている(帰属公示機能)。例えば登記

された不動産がAからBに贈与されたが，Bへの所有権移転登記が経由されていないとし

よう。このとき登記名義上はAがなお所有者であるようにみえる。そこでAの一般債権者

Cが，対抗要件を備えないA→Bの物権変動を無視して，不動産を差し押さえた場合，Bに

よる第三者異議の訴え(民執�])は認められるだろうか。判例は，民法HII条の第三者とは，

§ � Ⅱ 3 ⑴⑵ 15


