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本年１月１０日に意見募集に付された民法・不動産登記法（所有者不明土地関

係）等の改正に関する中間試案に対して，当連合会は以下のとおり意見を述べる。 

 

第１部 民法等の見直し 

第１ 共有制度 

１ 通常の共有における共有物の管理 
（前注）第１の規律は，遺産共有（民法第８９８条の共有）を除く共有（民法第２編第３章第３節）に関
するものである。 

(1) 共有物の管理行為 

民法第２５２条の規律（共有物の管理に関する事項に関する規律）を次

のように改める。 

① 共有物の管理に関する事項を定めるときは，民法第２５１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。 

② 共有物を使用する共有者（①本文の規律に基づき決定された共有物の

管理に関する事項の定めに従って共有物を使用する共有者を除く。）がい

る場合であっても，その者の同意を得ることなく，①本文の規律に基づ

き共有物の管理に関する事項を定めることができる。 

③ ①本文の規律に基づき決定された共有物の管理に関する事項の定めを変

更するときも，①本文と同様とする。ただし，その定めに従って共有物

を使用する共有者がいる場合において，その定めが変更されることによ

ってその共有者に特別の影響を及ぼすべきときは，その定めを変更する

ことについてその共有者の承諾を得なければならない。 

④ ①本文の規律に基づき共有物につき第三者に対して賃借権その他の使

用又は収益を目的とする権利（以下「使用権」という。）を設定した場合

には，次の各号に掲げる使用権は，それぞれ当該各号に定める期間を超

えて存続することができない。契約でこれより長い期間を定めたときで

あっても，その期間は当該各号に定める期間とする。 

ａ 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権 １０年 

ｂ ａの使用権以外の土地の使用権 ５年 

ｃ 建物の使用権 ３年 

ｄ 動産の使用権 ６か月 
  （注１）共有物の「変更又は処分」をするには共有者全員の同意を要するものとし，「管理に関する

事項」は持分の価格に従ってその過半数で決するものとするなどの民法の規律（民法第２５１条
及び第２５２条）は，基本的に維持することを前提としている。 
なお，講学上共有物の処分行為とされている行為について，共有者全員の同意を得なければす

ることができないことを明確にするため，共有物の変更（民法第２５１条）とは別に規定を設け
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ることについては，その必要性を踏まえ，引き続き検討する。 
（注２）②とは別に，共有物の管理に関する事項を定めることによって，共有者（共有物を使用する

共有者）に特別の影響を及ぼすべきときは，その定めを決定することについてその共有者の承諾
を得なければならないとの考え方がある。 

（注３）④とは別に，次のような考え方もある。 
①本文の規律に基づき共有物につき第三者に対して賃借権その他の使用又は収益を目的とする

権利（以下「使用権」という。）を設定することができる。この場合において，次の各号に掲げ
る使用権につきそれぞれ当該各号に定める期間が経過したときは，共有者は，当該使用権の消滅
を請求することができる。 
ａ 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権 １０年 
ｂ ａの使用権以外の土地の使用権 ５年 
ｃ 建物の使用権 ３年 
ｄ 動産の使用権 ６か月 

（注４）④及び（注３）に関し，借地借家法が適用される借地権の取扱いについては，①本文の規律
に基づき設定することができるとの考え方と，①本文の規律では設定することができない（共有
者全員の同意を得なければならない）との考え方がある。 

また，①本文の規律に基づき借地権を設定することができるとの考え方をとる場合には，④
（又は（注３））に従って所定の期間（樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の使用権以外の使
用権であれば，５年）を存続期間とするとの考え方をとることが考えられる。 

（注５）物理的な変更を伴う場合であっても，一定のケース（例えば，共有物の改良を目的とし，か
つ，著しく多額の費用を要しない行為）では，各共有者の持分の価格の過半数で決することがで
きるものとすることについては，引き続き検討する。 

（注６）共有者全員の合意により民法が定める共有に関する規律を変更することの可否については，
その合意の第三者や共有者の特定承継人に対する効力（（注７）参照）と併せて引き続き検討す
る。 

（注７）共有者間の合意が共有者の特定承継人に対しても効力を有することについては，民法第２５
４条を改正して規律の内容を明確にすることも含めて引き続き検討する。 

（注８）②及び③に関し，共有者が第三者に当該共有物を使用させている場合には，共有者が共有物
を使用していると評価する。 

【意見】 

１ 本文①に賛成する。 

２ 本文②に反対する。 

３ 本文③に賛成する。 

ただし，「共有者に特別の影響を及ぼすべきとき」の意義を範囲によって変更の

可否に影響することを踏まえ，引き続き検討すること。 

４ 本文④について以下を条件に賛成する。 

(1) （注５）の範囲を超える物の形質変更（例：宅地造成）を伴う使用権の設定

ができないことを明文化すること。 

(2) 使用権から借地権，地上権及び地役権を除外すること。 

５ （注４）は，「①本文の規律では設定することができない（共有者全員の同意を

得なければならない）」とする考え方に賛成する。 

６ （注５），（注６）及び（注７）について引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文①について 

現行法を基本的に変更するものではないことから賛成する。 

２ 本文②について 
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②の規律によれば，共有者の持分の価格の過半数で占有状態の変更ができるこ

とから，不明共有者が存在し，共有者全員の同意が得られない場合でも，共有関

係にある所有者不明土地の円滑な使用及び管理が可能になる。 

しかし，最判昭和４１年５月１９日民集第２０巻５号９４８頁は，共有物の持

分価格が過半数を超える共有者（以下「多数持分権者」という。）であっても，共

有物を単独で占有する少数持分権者に当然に明渡しを求めることができないとし

ている。 

この点について，本提案は，本文②の規律により，多数持分権者は，共有持分

の価格の過半数の定めにより，共有物を使用する少数持分権者に明渡しを求める

ことができるとされ，上記最判と異なる結論を想定している（補足説明２(2)（４

頁））。その結果，少数持分権者の共有物を使用する権利を著しく制限するおそれ

があり，特に，共有物が少数持分権者の生活の本拠や生計の手段（例：事業所又

は農地）になっている場合，当該少数持分権者に過酷な結果をもたらすおそれが

ある。 

したがって，共有物を使用する共有者の同意を一律不要としている点は少数持

分権者の保護の観点から相当性を欠くため，本文②に反対する。 

ただし，本文②の「特段の定めがないにもかかわらず事実上使用（占有）する

共有者を保護する必要性は高くない」との理由にも一理あり，事案によっては他

の共有者の利益を優先すべき場合があることも否定できない。 

そこで，（注２）の考え方を前提に，上記最判の考え方を踏まえた上で，上記最

判で明確にされていない，多数持分権者による明渡しが認められる要件について，

少数持分権者の帰責性（例：協議を不合理に拒絶していること，持分を超えた使

用の対価を支払わないことなど）や代償措置の相当性を考慮しながら，引き続き

検討すべきである。 

３ 本文③について 

本文②と同様に，共有関係にある所有者不明土地の円滑な使用及び管理の観点

から有益なものである。 

多数派の構成が変われば管理内容も変わり得るので，過半数で定めを変更する

ことを可能とする規律は妥当である。 

また，管理に関する事項の定めに従って使用している共有者にとって，当該定

めに従っているにもかかわらず，事後に，当該定めが変更されたことにより一方

的に不利益を受けることは酷であるので，かかる共有者に特別の影響を及ぼす場

合に，当該共有者の同意を要するという提案も妥当である。 

４ 本文④について 
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本文④の規律は，現行法の一般的な解釈を明文化するもので，これが明文化さ

れることにより不明共有者がいる共有物の円滑な使用が期待でき，有益であるか

ら基本的に賛成する。ただし，次の手当てをすべきである。 

(1) 少数持分権者などの保護の明文化（賛成条件(1)） 

賃借権の設定に当たり，（注５）の範囲を超えるような物の形質変更が行われ

る場合（例：山林を宅地に転用する前提で賃貸する場合）は，少数持分権者を

含め共有者全員の同意が必要であるから，この点を明文化すべきである。また，

少数持分権者への不測の損害を回避する観点から，中間試案第１の１(2)又は

(3)で検討されている手続要件の明文化も重要である。 

(2) 地上権，地役権，借地権を対象から除外すること（賛成条件(2)） 

本文④の規律における使用権から地上権を除外すべきである。 

すなわち，ⅰ地上権の設定には，一般的に共有者全員の同意を要すると解さ

れていること， ⅱ賃借権に関して本文④の規律を設けることにより，短期では

あるが共有物の円滑な使用という目的は達せられ，地上権を対象に加える必要

性は小さいことから，地上権は本文④の規律の対象から除外すべきである。 

また，地役権は，多様な形態で存在しており（通行，用水，送電線等），一義

的な要件の検討が難しいことから，本文④の規律の対象から除外すべきである。 

さらに，借地権も，３０年よりも短期の期間を設定することが借地借家法上

制限されており，本文④の規律と矛盾を生じること，短期で建物を壊すことが

不経済であること，借地借家法第５条及び第６条により借地権者には基本的に

永続的な使用権限が付されていることを勘案すれば，本文④の規律の対象外と

すべきである。 

５ （注４）について 

借地借家法が適用される借地権の取扱いについては，共有者全員の同意を得な

ければならないとする考え方に賛成する。 

上記４(1）の理由に加え，ⅰ建物の基礎工事等により土地に著しい形質変更が

生じる可能性が高いこと，ⅱ建物建築により土地の価格が底地価格に低下し，土

地の共有者に著しい不利益を生じさせることからも，共有者全員の同意を必要と

すべきである。 

６ （注５）について 

共有物の物理的変更行為について，一律に共有者全員の同意を要するとの考え

方は，共有者の一部に不明共有者が存在する場合に，適切な管理を阻害するとい

う実務上の問題を生じさせるものである。かかる不都合に対応するために，過半

数で，一定の物理的変更行為を行えるようにすることは有用である。 
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ただし，物理的変更行為であっても，多額の費用を要する場合に，少数持分権

者の意向を無視して，当該少数持分権者に費用を負担させることは適切ではない

し，共有物に一定の物理的変更を加えることは基本的に共有者本人の意思を尊重

すべきであるから，共有者全員の同意を要しない場面は限定的に解すべきである。 

（注５）は，改良を目的とし，かつ，著しく多額の費用を要しない物理的変更

行為に限っている点で，賛成できる。 

ところで，いわゆる共有私道の舗装若しくは補修又は共有私道へのライフライ

ンの設置若しくは補修等が，共有物の保存行為，管理行為又は変更行為のいずれ

かに該当するかに関しては，共有私道の保存・管理等に関する事例研究会「複数

の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書（平

成３０年１月）」が存在する。ここで管理行為とされたものを明文化することや，

変更行為と整理されたが，共有関係にある所有者不明土地の円滑な使用及び管理

の観点から見直しをすること等について検討すべきである。 

７ （注６）及び（注７）について 

不動産に関する法律実務の現場では，オフィスビルや商業施設といった収益性

のある不動産等（不動産以外では，近時，太陽光発電パネル等の動産がある。）を，

複数の企業が共有により保有するケースが一定数存在する。このような場面にお

いては，あらかじめ共有関係に入る前に，共有物の管理に関する一定の事項につ

いて，①及び③の規律等と異なる取扱いを共有者間で合意することがある。この

ような場合にまで，①及び③の規律等が常に優先するとすれば（①及び③の規律

等が強行法規であるとすれば），共有者間の柔軟な利害調整が著しく阻害される

ことになりかねないため，共有者の特定承継人その他の第三者に対する効力にも

配慮しつつ，（注６）及び（注７）について引き続き検討すべきである。 

 

(2) 共有物の管理に関する手続 

  共有物の管理に関する事項の定め等につき各共有持分の過半数で決する

際の手続を明確にすることについて，共有者に対する意思表明の機会の保障

や共有者の負担等を踏まえ，引き続き検討する。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

 共有物の管理に関する事項の定めを各共有持分の過半数で決する際の手続につい

ては，現行法上明確ではない。 
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共有物の管理に関する事項を新たに定め又はそれを変更することによって，共有

者としての負担（管理費用等の負担）や責任（工作物責任等）が新たに発生又は変

動する可能性がある。 

したがって，少数持分権者に不測の損害を与えることを回避する観点から，事前

又は事後の手続保障として，管理に関する事項の定めに係る協議に参加し，又は，

意見を表明する機会を与えるべく，議決を要することとしたり，過半数で合意した

定めの内容を通知したりすること等，何らかの手続保障制度を設けることが望まし

い。 

他方で，かかる手続保障制度を設けると，会議体が形成できず，通知をするにも

行方が分からず，管理すべき行為ができないまま，管理を放棄する土地が多く存在

する現実にも目を向ける必要がある。所有者不明土地問題において権利者の探索が

容易でなく，探索のための費用も負担になっているという問題を踏まえ，過度に重

い手続を設けることは相当ではない。 

両者のバランスを踏まえながら，引き続き検討すべきである。 

 

(3) 共有物の管理に関する行為についての同意取得の方法 

共有物の管理に関する行為（共有者が共有持分を喪失する行為は含まな

い。①及び②において同じ。）についての同意取得の方法に関し，次のよう

な規律を設ける。 

① 共有者は，他の共有者に対し，相当の期間を定めて，その期間内に共有

物の管理に関する行為について同意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。 

② 共有者は，他の共有者を知ることができず，又はその所在を知ることが

できないときは，一定の期間を定めて，他の共有者に対してその期間内に

共有物の管理に関する行為について同意するかどうかを確答すべき旨の

公告をすることができる。 

③ 変更又は処分（共有者が共有持分を喪失する行為は含まない。）につき

①の催告又は②の公告がされた場合において，他の共有者が，その期間内

に催告又は公告をした共有者に対して確答をしないときは，催告又は公告

をした共有者は，確答をしない共有者以外の共有者全員の同意を得て，当

該変更又は処分をすることができる。 

④ 変更又は処分以外の管理に関する事項につき①の催告又は②の公告が

された場合において，他の共有者が，その期間内に催告又は公告をした共

有者に対して確答をしないときは，当該管理に関する事項については，確
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答をしない共有者の持分以外の持分の価格に従ってその過半数で決する

ことができる。 
（注１）「共有物の管理に関する行為」には，共有物の変更行為及び処分行為（民法第２５１条参照）

並びに管理行為（同法第２５２条本文参照）のいずれもが含まれる。ただし， 本文のとおり，共
有者が共有持分を喪失する行為には，①から④までの規律は適用しない。 

（注２）②の「他の共有者を知ることができず，又はその所在を知ることができないとき」が認めら
れるためには，必要な調査を尽くしても，共有者の氏名又は名称やその所在を知ることができない
ときをいう。また，共有者が法人である場合には，その本店及び主たる事務所が判明せず，かつ，
代表者が存在しない又はその所在を知ることができないときに，「共有者の所在を知ることができ
ない」ときに該当することを想定している。 

（注３）法的構成については，①から④までの要件を充たせば当然に効果が生ずるとの案と，①から
④までの要件を充たした上で，裁判所が③の確答をしない共有者以外の共有者全員の同意を得て
当該変更又は処分をすることができる旨の決定，又は④の確答をしない共有者の持分以外の持分
の価格に従ってその過半数で決することができる旨の決定をしなければその旨の効果が生じない
との案がある。 

なお，①から④までの要件を充たせば当然に効果が生ずるとする案をとる場合において，紛争を
防止する観点から，①から④までの要件を充たしたことを公的機関が証明する制度を設けること
の是非については，引き続き検討する。 

【意見】 

１ ①，②及び④に賛成する。 

２ ③に反対する。 

３ （注３）の法的構成について後者の裁判所の関与を必要とする案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文①，②及び④について 

本文①，②及び④の規律が設けられれば，不明共有者や共有物の管理に関心が

ない共有者がいる場合でも，共有物の円滑な使用及び管理が可能になり，有益で

ある。 

ただし，催告又は公告の相手方となる共有者の保護の観点から以下の配慮を引

き続き検討すべきである。 

すなわち，本文④の規律により，多数持分権者であっても，相当の期間内に回

答しなければならないことになり，事実上回答が強制される側面がある。特に，

管理行為の中でも多額の費用を要する行為や変更行為に近い性質を有する行為に

ついては催告又は公告の相手方となる共有者への不利益は小さくない。 

そこで，事前の手続保障の観点から，本文①及び②の規律における催告期間及

び公告期間に配慮すべきである。また，公告の相手方となる不明共有者の意義を

引き続き検討すべきである。 

さらに，催告及び公告の事実，不確答の事実等を公証し，将来の紛争を防止す

る観点から，①，②及び④の場合は公証人等公的機関の関与を求めることができ

る制度にすべきである。 

２ 本文③について 
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本文③の規律は，上記１で述べた本文①，②及び④の規律と同様に共有関係に

ある所有者不明土地の円滑な使用，管理及び変更の観点から，有益な制度である。 

しかし，本文③の規律では，「共有者が共有持分を喪失する行為」を除く変更行

為及び処分行為の全てが対象とされており，共有持分の喪失と同視できるような

強大な影響力を及ぼす行為（例：長期の地上権の設定）まで，確答しない共有者

以外の意思で，変更・処分できることになり，共有者の財産権保障の観点から相

当性を欠くので，反対する。 

変更行為及び処分行為の中には，管理行為に近い軽微なもの（例：短期賃貸借

の期間をわずかに超える賃貸借）が存在することは否定できないが，一般的には，

変更行為及び処分行為は権利制約の程度が大きいものが多いと考えられる（例：

山を切り崩して造成する行為，傾斜地に擁壁を形成する行為等の物理的変更を伴

う行為）。このように，変更行為及び処分行為は千差万別であるが，負の管理状況

を解決する観点から，対象となる変更行為又は処分行為の範囲を限定すべきであ

る（例えば，第１の１（注５）において記載されている，共有物の改良を目的と

し，かつ，著しく多額の費用を要しない物理的変更等のように共有者への権利制

約の程度が大きくない変更行為及び処分行為に限定する方向で引き続き検討すべ

きである。）。 

３ （注３）について 

ⅰ権利制約の重大性，ⅱこれからなされようとしている管理に関する行為が管

理，変更，処分のどの類型なのかの判断（あるいは，共有物の改良を目的とし，

かつ，著しく多額の費用を要しない物理的変更行為（第１の１（注５））に該当す

る行為を変更行為ではなく，管理行為とする場合は，当該行為の要件を充足する

かどうかの判断），ⅲ不明共有者の該当性のチェック，ⅳ催告，公告の手続が適正

に行われたかどうかのチェックといった，要件の充足性を実体的な観点から判定

すべきであり，この点に関して，証拠評価及び事実認定をはじめとした実体的な

審査を行う能力に優れた裁判所の事前関与を必要とすべきである。 

 

(4) 共有物を使用する共有者と他の共有者の関係等 

共有物を使用する共有者と他の共有者の関係等に関し，次のような規律

を設ける。 

① 共有物を使用する共有者（(1)の規律に基づき決せられた共有物の管

理に関する事項についての定めに従って共有物を使用する共有者を含

む。②においても同じ。）は，その使用によって使用が妨げられた他の

共有者に対し，共有持分の価格の割合に応じて，その使用の対価を償
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還する義務を負う。 

② 共有物を使用する共有者は，善良な管理者の注意をもって，共有物

を保存しなければならない。共有者は，自己の責めに帰すべき事由に

よって共有物を滅失し，又は損傷したときは，他の共有者に対し，共

有持分の価格の割合に応じて，その損害の賠償をする義務を負う。 

【意見】 

本文①及び②について賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文①について 

共有物を使用する共有者と他の共有者の法律関係に関しては，共有物を使用し

ない共有者が当該物を使用する共有者に対し，賃料相当額の不当利得金及び損害

賠償金の支払を請求することができるとする最高裁判例（最判平成１２年４月７

日集民第１９８号１頁）が存在する。当該最高裁判例の考え方は基本的に妥当と

考えられ，当該最高裁判例と軌を一にする①の規律も基本的には正当と考えられ

るから，①の規律には賛成する。 

もっとも，夫婦共有財産その他の家族間での共有の場合にも，常にこのような

償還義務を認めると，共有物を使用する共有者に酷な結果をもたらすおそれがあ

るから，償還義務の発生要件及び効果（償還額の算定方法等）については，引き

続き検討すべきである（特に，共有関係にある所有者不明土地は，価値が低い土

地（いわゆる負動産）であることが少なくないため，このような価値の低い共有

物を管理する共有者に賃料相当額の償還義務が常に課せられると，共有物の管理

への萎縮効果が発生する可能性も考えられる。）。 

２ 本文②について 

共有物を使用する共有者以外の共有者の保護を図る観点から，善管注意義務を

規定することは有益であり，基本的に賛成する。もっとも，例えば，夫婦による

共有財産について夫婦が互いに善管注意義務を負っているというのは，社会通念

に合致しない可能性があることから，善管注意義務が成立する場面については引

き続き検討すべきである。 

後段については不法行為責任の具体化として明文化するという趣旨であれば，

ルールの明確として有益であるから，賛成する。 

 

(5) 共有者が選任する管理者 
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  共有者が選任する管理者に関し，次のような規律を設ける。 

ア 選任の要件等 

① 共有者は，共有物の管理者を選任することができる。 

② ①の管理者の選任は，各共有者の持分の価格に従い，その過半数

で決するものとする。この選任については，共有物の管理に関する

行為についての同意取得の方法と同様の制度を設ける。 

イ 管理者の職務等 

管理者は，共有者が共有物の管理に関する事項についての定めをし

た場合には，その定めに従い，職務を行うものとする。 
（注１）共有物の管理に関する事項についての定めがない場合には，管理者が自己の判断で共有物

の管理に関する事項を定めることができる。 
（注２）管理者を選任する際に共有者が共有物の管理に関する事項についての定めをする場合に

は，共有物の管理に関する事項についての通常のルール（民法第２５１条・第２５２条，第１
の１参照）に従う。 

ウ 管理者の権限等 

① 管理者は，総共有者のために，共有物の管理に関する行為をする

ことができる。 

② 管理者が共有物の変更又は処分をするには，①の規律にかかわら

ず， 共有者全員の同意を得なければならない。この同意（共有者が

共有持分を喪失する行為についての同意を除く。）については，共有

物の管理に関する行為についての同意取得の方法と同様の制度を設

ける。  
（注）共有者の持分の価格の過半数の決定で，①の管理者の権限を制限することができるもの

とすることについても，引き続き検討する。 

   エ 管理者の解任 

 管理者の解任は，各共有者の持分の価格に従い，その過半数で決す

る。 
（注）裁判所に対する解任請求権を認めるかについては，共有物の管理に関する事項を決するこ

とにつき裁判所が関与しないことを踏まえ，慎重に検討する。 

   オ 委任に関する規定の準用等 

① アからエまでのほか，管理者の権利義務は，委任に関する規定

（善管注意義務を定める民法第６４４条など）に従う。 

② 管理者は，共有者のために，誠実かつ公平にその権限を行使しな

ければならない。 

（後注１）管理者の資格に関しては，共有者に限らず，第三者を選任することも認める。 
（後注２）管理者の任期については，法律で一律に定めるのではなく，選任等の際の共有者の判断

に委ねる。 
（後注３）管理者を置くことができる共有物については，不動産に限定しない方向で引き続き検討

する。また，準共有の対象財産権についても，引き続き検討する。 
（後注４）共有物が不動産である場合に，管理者の選任を証明する方法については，登記事項とす

ることも含めて引き続き検討する。 
（後注５）訴訟の追行については，共有者全員の同意を得なければすることができないものとする
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ことについて，引き続き検討する。 

【意見】 

賛成する。ただし，ウ②において，第１の１(3)③に対応する制度に反対する。 

 

【理由】 

この規律は，共有関係にある所有者不明土地の円滑な利用及び管理を促進する観

点から有益なものであり，現行法の任意代理制度の枠内で実現することができ，改

正の相当性も特段問題はないものと考えられ，ウ②において第１の１(3)③に対応

する制度に反対するほかは，基本的に賛成する。ただし，次の点については引き続

き検討すべきである。 

① 「総共有者のため」の意義について 

ウ①によれば，管理者は「総共有者のために」共有物の管理に関する行為をす

ることができるとされている。ここで，「総共有者のために」の意義として，①法

律効果を帰属させる権限を有しているという趣旨か，又は，②総共有者のために

善管注意義務を負っていることを明らかにする趣旨かが明確ではないが，いずれ

の場合であっても任意代理制度との関係を踏まえつつ検討すべきである。 

② 裁判所に対する解任請求権（エ（注））について 

裁判所に対する解任請求権は，裁判所による私的自治への介入を認める制度で

あるが，管理者の選任後に，共有者の一部が不明となり，持分価格の過半数によ

る意思決定が困難になった場合（共有者による私的自治が機能しなくなった場合），

管理者が管理を怠り，又は，不適切な管理を行っているときでも，当該管理者を

解任できなくなるおそれがあることから，裁判所に対する解任請求権を認める必

要性は否定できない。したがって，裁判所に対する解任請求権を認めるべきであ

る。 

③ 管理者の訴訟追行権（後注５）について 

共有者の裁判を受ける権利の保障の観点から，管理者の訴訟の追行については，

共有者全員の同意を得なければできないものとすべきであるが，個々の共有者の

同意がある場合であっても，弁護士代理の原則（民事訴訟法第５４条）の潜脱に

ならないように慎重な検討が必要である。 

 

(6) 裁判所が選任する共有物の管理者 

 ア 第三者の申立てによる選任 

    第三者の申立てにより裁判所が管理者を選任することを認めることに

ついては，所有者不明土地管理制度等（第２の１）及び管理不全土地管
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理制度等（第２の２）の検討を踏まえながら，所有者不明土地管理制度

及び管理不全土地管理制度とは別に制度を設ける必要性の有無の観点か

ら，引き続き検討する。 

  イ 共有者の申立てによる選任 

     共有者の申立てにより裁判所が管理者を選任することを認めるかどう

かについては，共有者間で意見の対立があり，共有者の合意等によっ

て管理者を選任することができないケースを念頭に，共有物の管理に

ついて裁判所が必要な処分をすることを認めるかどうか（後記(7)）と

併せて慎重に検討する。 

【意見】 

ア及びイのいずれについても，他の土地管理制度の検討状況を踏まえながら引き

続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

共有関係にある所有者不明土地は，共有者による私的自治が機能しておらず，負

の外部性（物理的な管理不全による第三者の損害発生等）を生じさせ，又は，生じ

させるおそれがある場合が少なくない。他方，共有地に法的利害関係を有する第三

者は，自己の権利を実現するためには，共有者全員から債務名義を取得しなければ

ならず（共有者に対する建物収去土地明渡請求に関する最判昭和４３年３月１５日

民集第２２巻３号６０７頁），当該土地が単独所有の場合と比べ，当該第三者の負担

は過大なものになることが少なくない。 

そこで，共有者の私的自治が機能していない場合に，裁判所が管理人を選任して

共有者と当該第三者の利害調整を円滑に行うための制度を設ける必要性が認められ

る。特に，共有者が多数の場合，当該第三者の負担は極めて重く，管理人制度の必

要性は高いといえる。 

もっとも，裁判所が選任する管理者の権限いかんによっては，共有者の方針と異

なる管理を第三者が決することにより，共有者に重大な権利制約が生じる可能性が

あること，意思が合致しない多数の共有者が存在し，かつ，法律上，管理者の行為

基準（破産管財人のようなマニュアル）がない中で，管理者が個々に判断しなけれ

ばならないとすれば，任務が重くなりかねないこと，第三者の予納金が管理者報酬

に充てられる仕組みが予想されるから管理者の中立性が確保できるのか等の課題が

存在するため，慎重な検討を要する。 

以上を踏まえ，他の財産管理制度の検討状況を踏まえながら引き続き検討すべき

である。 
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なお，共有者による管理者の選任申立てについては，前向きに検討すべきである。

なぜなら，共有私道のように継続的な管理を必要とし，かつ，共有物分割請求が十

分な救済手段にならない共有物について共有者間の意見が対立した場合（特に持分

が２分の１ずつの場合），共有者間の利害調整を行う管理者の必要性が高いからで

ある。また，第三者に申立権限を認める場合，それと比較して類型的に利害関係の

強い共有者の一人に単独申立権限を認めないのは，アンバランスといえる。 

 

 (7) 裁判所による必要な処分 

 共有者間に共有物の利用に関し意見の対立がある場合において，共有物

分割をすることが難しいとき（共有物の分割をしない旨の契約がある場合

を含む。）は，裁判所は，共有者の申立てによって，共有物の管理に関し，

必要な処分を命ずることができるものとすることについては，慎重に検討

する。 
（注）共有物分割を行うまでの間に共有者間に共有物の利用に関し意見の対立があり共有物を維持・

管理することができないときは，裁判所は，共有物の管理に関し必要な処分を命ずることができる
ものとすることについては，私的自治との関係を踏まえながら，共有者間に意見の対立がある中
で，裁判所が介入することが正当化されるかという観点，共有物分割請求を本案とする民事保全と
してどのようなことが可能かを踏まえながら，民事保全とは別に制度を設ける必要性の有無の観点
等から，慎重に検討する。 

【意見】 

積極・消極両面から引き続き慎重に検討することに賛成する。 

 

【理由】 

共有関係にある所有者不明土地は，価値が低い土地（いわゆる負動産）であるこ

とが少なくなく，共有者間で負担や費用の押し付け合いの形で意見の対立が生じる

おそれも小さくない。 

この場合，共有者は，裁判による共有物分割を行うべきであるが，共有私道のよ

うに共有物の分割を予定しない共有物や分割をしない旨の契約がある共有物につい

てはそれが十分な救済手段にならない場合がある。 

そこで，このような場合に，裁判所が必要な処分を命ずることができれば，共有

関係にある所有者不明土地の円滑な管理及び変更に資するといえる。 

もっとも，裁判所が必要な処分を命じる制度は，共有者の私的自治に介入する制

度であり，必要な処分の内容いかんによっては共有者に重大な権利制約が生じる。

そこで，私的自治への過剰な介入とならないように，必要な処分を命じることがで

きる要件及び必要な処分の内容を厳格に設定する方向で引き続き検討すべきである。 
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２ 通常の共有関係の解消方法 

 (1) 裁判による共有物分割 

裁判による共有物分割に関する規律（民法第２５８条）を次のように改

める。 

  ① 共有物の分割について協議が調わないとき，又は協議をすることがで

きないときは，共有者は，その分割を裁判所に請求することができる。 

② 裁判所は，次に掲げる方法により，共有物の分割を命ずることができ

る。 

ア 共有物の現物を分割する方法 

イ 共有物を一人又は複数の共有者に取得させ，この者から他の共有者

に対して持分の価格を賠償させる方法 

ウ 共有物を競売して換価する方法 

③ 裁判所は，共有物を一人又は複数の共有者に取得させることが相当で

あり，かつ，その者に取得させることとしても共有者間の実質的公平を

害するおそれがないときには，②イで定める方法による分割を命ずるこ

とができる。 

④ 共有物の現物を分割することができない場合，又はその分割によって

その価格を著しく減少させるおそれがある場合において，②イで定める

方法による分割を命ずることができないときは，裁判所は，②ウで定め

る方法による分割を命ずることができる。 

⑤ 裁判所は，共有物の分割を命ずる場合において，当事者に対して，金

銭の支払，物の引渡し，登記義務の履行その他の給付を命ずることがで

きる。 
（注１）共有物の分割方法の検討順序については，これを改める必要性を踏まえて引き続き検討する。 
（注２）共有物分割に関する紛争に関して，民事調停を前置する規律を設けることについて，引き続き

検討する。 
（注３）裁判所は，換価のための管理者を選任した上で，当該管理者に対して共有物を任意売却するこ

とによって換価を命ずることができるとする規律について慎重に検討する。  
（注４）複数の共有物を一括して分割する場合においても，①から⑤までの規律が適用されることを前

提としている。  
（注５）複数の共有物を一括して分割する請求がされた場合に，裁判所が，一部の共有物について先行

して競売を命ずることができる規律を設けることについては，引き続き検討する。 

【意見】 

賛成する。 

 ただし，共有物分割に関する紛争に関して，民事調停を前置する規律を設けるこ

と（（注２）関係）については反対する。 

 

【理由】 
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１ 賛成する理由 

共有関係にある所有者不明不動産の共有関係の解消方法として共有物分割請求

訴訟が実務上，一定の役割を果たしてきた。 

もっとも，民法の明文にない解決方法を判例法理で補っていた現実があるので，

本提案の規律によりルールを明確にし，国民にとって利用しやすい制度にするこ

とには合理性があることから，賛成する。 

２ その他注等について 

(1) 共有物の分割方法の検討順位（注１）について 

共有物の分割方法の検討順位については，事案によって事情は様々であり一

義的に定めることは難しい。 

例えば，共有土地を無理に現物分割すると，不整形地などの価値低減を招い

たり，非接道土地，袋地といった価値のない土地を生み，それらが将来，管理

不全土地になる可能性がある。 

共有物に関する諸般の事情を総合考慮して柔軟に判断することが望ましく，

これを改める必要性の有無を含め引き続き慎重に検討すべきである。 

(2) 民事調停前置（注２）について 

裁判による共有物分割は，固有必要的共同訴訟の規律が働き，手続負担が重

いという問題がある。更に民事調停を必須とされると，非協力者がいても必ず

調停を付すことを強制することになりかねず，無益であるばかりか，早期解決

という法改正の趣旨に逆行する。 

以上から，民事調停を前置する規律を設けることには反対する。 

(3) 任意売却による分割の規律（注３）について 

任意売却による分割の規律は，最終的に売却が実現できない場合に対処する

手段がないこと等複雑な問題が種々存在する（補足説明）ことから，改正の必

要性とともに，内容の相当性について引き続き慎重に検討すべきである。 

 

(2) 所在不明共有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得等 
（前注）ア及びイの「不動産が数人の共有に属する場合」には，不動産が遺産共有の状態にある場合

及び不動産につき通常の共有と遺産共有が併存している場合は，含まれない。これらの場合につ
いては，第４の３(3)で検討している。 

ア 所在不明共有者の不動産の共有持分の取得等 

  所在不明共有者の不動産の共有持分の取得等に関し，次のような規

律を設けることについて，引き続き検討する。 

【甲案】① 不動産が数人の共有に属する場合において，共有者の所在を

知ることができないときは，当該共有者（以下「所在不明共有
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者」という。）以外の共有者の一人は，所在不明共有者の持分の

時価（ｂの請求をする場合にあっては，不動産の時価相当額を

所在不明共有者の持分に応じて按分して得た額）として相当と

認められる金額を供託して，所在不明共有者に対し，次の請求

をすることができる。 

ａ 所在不明共有者の持分を自己に譲り渡すべきこと 

ｂ 所在不明共有者以外の共有者全員の同意を得て不動産の所

有権を第三者に譲渡することができる権限を自己に付与すべ

きこと 

② ①ａの請求により，請求をした共有者が所在不明共有者の持

分を取得したときは，所在不明共有者は，請求をした共有者に

対し，所在不明共有者の持分の時価相当額の支払を請求するこ

とができる。 

③ ①ｂの請求により権限が付与された共有者が不動産の所有権

を第三者に譲渡した場合には，所在不明共有者は，権限が付与

された共有者に対し，不動産の時価相当額を所在不明共有者の

持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。 
（注１）【甲案】は，①及び②の要件並びに（後注）で検討する要件を充たして，共有者が請求を

すれば，当然に持分の取得等の効果が生ずるとするものである。 
（注２）【甲案】において，①ａによる持分の取得等の効果が生じた場合に，請求をした共有者が

所在不明共有者の持分について移転登記を備える方法として，請求をした共有者による単独申
請とし，登記官において，添付情報として提供された①の要件及び（後注）で検討する要件を
充たすことを証する情報（その内容については，政令等で定めることが考えられる。）を審査
して，請求をした共有者への所在不明共有者の持分の移転の登記をすることができるものとす
ることについて，引き続き検討する。 

（注３）【甲案】において，①ｂによる権限付与等の効果が生じた場合に，第三者に所在不明共有
者の持分を含めて共有者全員の持分について移転登記を備えさせる方法として，① 及び（後
注）で検討する要件を充たす場合には，請求をした共有者が所在不明共有者の持分の移転に係
る登記を備えるために必要な行為をする権限を有するものとし，請求をした共有者及び第三者
（他の共有者がある場合にあっては，請求をした共有者及び他の共有者並びに第三者）との共
同申請により，登記官において，添付情報として提供された①の要件及び（後注）で検討する
要件を充たすことを証する情報（その内容については，政令等で定めることが考えられる。）
を審査して，第三者への共有者全員の持分の全部移転の登記をすることができるものとするこ
とについて，引き続き検討する。 

（注４)【甲案】①の請求権を行使する方法をどのような方式とするのかについては，（注２）及び
（注３）において，所有権移転登記手続請求訴訟において請求認容判決を得る方法以外の方法
による登記手続を認めることの是非を踏まえながら，引き続き検討する。 

【乙案】① 不動産が数人の共有に属する場合において，共有者の所在を

知ることができないときであって，当該共有者（以下「所在不明

共有者」という。）以外の共有者の一人から請求があるときは，

裁判所は，請求をした共有者に所在不明共有者の持分の時価（ｂ

の処分をする場合にあっては，不動産の時価相当額を所在不明共

有者の持分に応じて按分して得た額）として相当と認められる金
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額を供託させて，次の各処分を命ずることができる。 

ａ 所在不明共有者の持分を請求をした共有者に取得させること 

ｂ 所在不明共有者以外の共有者全員の同意を得て不動産の所有

権を第三者に譲渡することができる権限を請求をした共有者に

付与すること 

② ①ａの処分により請求をした共有者が所在不明共有者の持分

を取得したときは，所在不明共有者は，請求をした共有者に対

し， 所在不明共有者の持分の時価相当額の支払を請求すること

ができる。 

③ ①ｂの処分により権限が付与された共有者が不動産の所有権

を第三者に移転させたときは，所在不明共有者は，権限が付与

された共有者に対し，不動産の時価相当額を所在不明共有者の

持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。 
（注５）【乙案】は，裁判所による決定があって初めて持分の取得等の効果が生ずることを前提と

し，この裁判所による決定は，性質上，訴訟事件ではなく，非訟事件とするものである。 
（注６）【乙案】において，裁判所が①ａの決定をした場合に，請求をした共有者が所在不明共有

者の持分について移転登記を備える方法として，裁判所が①ａの決定をする際に請求をした
共有者に所在不明共有者の持分の移転に係る登記を備えるために必要な行為をする権限を付
与することとし，その権限が付与されたことを証する情報を添付情報として提供することに
より，請求をした共有者の単独申請で所在不明共有者の持分の移転の登記をすることができ
るとの案について，引き続き検討する。 

（注７）【乙案】において，裁判所が①ｂの決定をした場合に，請求をした共有者が第三者に所在
不明共有者の持分を含めて共有者全員の持分について移転の登記を備えさせる方法として，
裁判所が①ｂの決定をする際に，請求をした共有者に所在不明共有者の持分に係る登記を備
えるために必要な行為をする権限も付与することとし，裁判所においてその権限を付与する
処分がされたことを証する情報を添付情報として提供することにより，請求をした共有者及
び第三者（他の共有者がある場合にあっては，請求をした共有者及び他の共有者並びに第三
者）との共同申請で，第三者への共有者全員持分の全部移転の登記をすることができるもの
とすることについて，引き続き検討する。 

イ 不特定共有者の不動産の共有持分の取得等 

共有者を知ることができない場合に，アの【乙案】と同様の規律を設

けることについては，引き続き検討する。 
（後注１）共有者を知ることができず，又はその所在を知ることができないときとは，必要な調査

を尽くしても，共有者の氏名又は名称やその所在を知ることができないときをいう。また，共
有者が法人である場合には，その本店及び主たる事務所が判明せず，かつ， 代表者が存在しな
い又はその所在を知ることができないときに，「所有者の所在を知ることができない」ときに該
当することを想定している。 

所在を知ることができないかどうかの調査方法については，少なくとも，①所有者が自然人
である場合には，登記簿上及び住民票上の住所に居住していないかどうかを調査する（所有者
が死亡している場合には，戸籍を調査して，その戸籍の調査で判明した相続人の住民票を調査
する）ことや，②所有者が法人である場合には，イ）法人の登記簿上の所在地に本店又は主た
る事務所がないことに加え，ロ）代表者が法人の登記簿上及び住民票上の住所に居住していな
いか，法人の登記簿上の代表者が死亡して存在しないことを調査することが想定されるが，そ
の他にどのような調査を行うのかや，その在り方については，その判断をどの機関が行うこと
になるのかを含め，引き続き検討する。 

また，自然人である共有者が死亡しているが，戸籍を調査しても相続人が判明しない場合と
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戸籍の調査によって判明した相続人が全て相続放棄をした場合について，民法第９５１条以下
の手続（この手続を経れば，特別縁故者がいない限り，他の共有者は持分を無償で取得するこ
とができる。民法第２５５条）を経ずに，ア及びイの制度を利用して有償で他の共有者の持分
を取得することが可能とすることについては，特別縁故者が存在し得ることを念頭に，慎重に
検討する。 

（後注２）供託金の法的性質は，所在不明共有者又は不特定共有者の時価請求権又は按分額請求権
についての一種の弁済供託と位置付ける。時価請求権又は按分額請求権の額につき争いがある
場合には，最終的には，訴訟でその額を確定する。所在不明共有者又は不特定共有者は，請求
することができる額が供託金額を超えると判断した場合には，訴訟でその差額を請求すること
ができる。 

（後注３）持分の取得等の効果が生ずるためには，その旨の公告をしなければならないものとする
とともに，その公告から一定の期間（例えば，３か月）を経ても，異議の申出がないことを，
効果が生じるための要件とする方向で検討する。 

なお，具体的な公告の手続については，アの【甲案】と【乙案】の採否を踏まえて検討す
る。 

（後注４）他の共有者が同様に請求権を行使する機会を保障する観点から，他の共有者が公告から
一定の期間内に同様に請求権を行使した場合には，請求した共有者らは，その持分の価格に応
じて，所在不明共有者又は不特定共有者の持分を按分して取得するものとすることについて，
引き続き検討する。 
また，請求をした共有者以外の共有者の上記の機会を保障する観点から，①請求をした共有

者以外の者も所在不明共有者又は不特定共有者の持分の取得を希望する場合には，一定の期間
内に申出をすべき旨を公告すること，②登記がされている共有者には，公告とは別に，その登
記上の住所に宛てて通知をすることについて，引き続き検討する。 
なお，具体的な公告の手続については，アの【甲案】と【乙案】の採否を踏まえて検討す

る。 
（後注５）この制度の対象を不動産（土地及び建物）の所有権又は共有権以外の権利又は不動産

以外の財産にも広げるものとするかどうかについては，アの【甲案】と【乙案】の採否を踏
まえて引き続き検討する。 

【意見】 

 本文アのうち，乙案に賛成する。 

本文イについて，引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】  

１ 本文アについて 

共有者の中に所在不明共有者があるとき，他の共有者が持分の取得を希望して

いても，現行制度上では，持分取得の方法が用意されていない。また，共有者以

外の買い手が現れたとしても，所在不明共有者があると，取引が停止してしまう

という弊害があった。 

そこで，所在不明共有者から持分を取得できる制度を新設し，これらのニーズ

に応えることができれば，共有関係にある所有者不明土地の円滑な共有解消が可

能になる。 

ただし，かかる制度は，共有持分権の喪失という重大な法的効果を発生させる

ことから，所在不明共有者の保護の観点から，司法手続を経る乙案に賛成する。

以下，理由を詳述する。 

(1) 所在不明共有者の保護の必要性 
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所在不明共有者からの不動産の持分取得制度は，財産権である共有持分を，

本人の意思に基づかないで供託金に変えるという意味で，共有持分権の喪失と

いう重大な法的効果を発生させるものである。また，当該制度は現行法にはな

いので，慎重な検討を要する。 

(2) 代償措置の相当性の観点からの条件 

所在不明共有者からの不動産の持分取得制度は，要件として所在不明共有者

の帰責性を要求しないため，代償措置の相当性が制度設計上，重要な要素とな

る。この点について，甲案及び乙案のいずれも，①対価となる時価の裏付資料

として不動産鑑定士の鑑定書等の提出を求めた上で，「時価として相当と認め

られる金額」の供託を要件とし，②当該供託の金額が時価に満たない場合の手

当として，その差額の請求を想定している。 

もっとも，差額請求権を認めるとしても，当該共有者は，差額請求権の相手

方となる共有者の信用リスク及び手続コストを負担することになる。このよう

に，所在不明共有者に不利益を生じることから，司法判断を不可欠とすべきで

ある。そこで，共同申請主義の例外として単独申請による登記手続を認めるた

めの新たな方策を検討する必要性が高い。 

甲案では，登記官に審査権限を与えるものであるところ，供託金額が相当か

否かという実体的な判断を，形式的な審査権しか有しない登記官に行わせるこ

とは難しく，登記官の判断をもって金額の相当性が担保されているとすること

はできない。 

これに対して，裁判所は，証拠評価及び事実認定をはじめとした実体的な審

査を行う能力に優れており，また，現行法制度下においても所在不明株主の株

式売却許可，財産管理制度における権限外許可等の売却許可制度を安定的に運

用してきた実績がある。よって，公的機関として裁判所が関与すべきであり，

この点を前提とする乙案が妥当である。 

ところで，持分の取得や，第三者への譲渡権限を付与されたとしても，最終

的に，登記ができなければ，正常な取引流通ルートに乗らない土地になってし

まい，解決にならない。その点，乙案で，裁判所が持分を取得させる決定をす

る際に，裁判所が，登記を備えるために必要な行為をする権限を付与すること

により，単独申請で登記ができるという（注６），そして，同趣旨の（注７）

の提案は，有意義であり，賛成する。 

２ 本文イについて 

不特定共有者については，共有者の総数を特定できず，供託額の算定が困難で

あるから，実体法上の権利行使及び訴訟追行が難しい点がある。しかし，制度の
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必要性は認められるので，財産管理制度（第２の１及び２）による対応可能性も

踏まえつつ，引き続き検討すべきである。 

 

第２ 財産管理制度 

 １ 所有者不明土地管理制度等 

(1) 所有者が不明である場合の土地の管理命令 

所有者不明土地を管理するための新たな財産管理制度として，次のよう

な規律を設ける。 

ア 土地管理人による管理を命ずる処分 

裁判所は，所有者（土地が数人の共有に属する場合にあっては，共有

持分を有する者）を知ることができず，又はその所在を知ることができ

ない土地（土地が数人の共有に属する場合において，共有持分の一部に

ついて所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができない

ときにあっては，その共有持分）について，必要があると認めるとき

は，利害関係人の申立てにより，その申立てに係る土地又は共有持分を

対象として，土地管理人による管理を命ずる処分（以下「土地管理命

令」という。）をすることができる。 
  （注１）所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができないときとは，必要な調査を尽

くしても，所有者の氏名又は名称やその所在を知ることができないときをいう。また，所有者が
法人である場合には，その本店及び主たる事務所が判明せず，かつ，代表者が存在しない又はそ
の所在を知ることができないときに，「所有者の所在を知ることができない」ときに該当するこ
とを想定している。 
所在を知ることができないかどうかの調査方法については，少なくとも，①所有者が自然人で

ある場合には，登記簿上及び住民票上の住所に居住していないかどうかを調査する（所有者が死
亡している場合には，戸籍を調査して，その戸籍の調査で判明した相続人の住民票を調査する）
ことや，②所有者が法人である場合には，イ）法人の登記簿上の所在地に本店又は主たる事務所
がないことに加え，ロ）代表者が法人の登記簿上及び住民票上の住所に居住していないか，法人
の登記簿上の代表者が死亡して存在しないことを調査することが想定されるが，その他にどのよ
うな調査を行うのかは，定められた要件を前提に，最終的には，裁判所において適切に判断され
ることを想定している。 

なお，所有者が死亡して戸籍等を調査しても相続人が判明しないときや，判明した相続人全員
が相続の放棄をした場合には，所有者を知ることができないときに当たるとすることを想定して
いる。 

（注２）土地の所有者が法人でない社団又は財団である場合には，その代表者が存在しない，又は
その所在を知ることができず，かつ，当該法人でない社団又は財団の全ての構成員を特定する
ことができず，又はその所在を知ることができないときに，「所有者を知ることができず，又は
その所在を知ることができないとき」に該当するとすることが考えられる。 

（注３）所有者を特定することができない場合と所有者を特定することができるがその所在を知る
ことができない場合とで，イ以下の土地管理人の権限等も含め別個の規律とする考え方があ
る。 

（注４）土地が数人の共有に属する場合において，共有持分を有する者を誰も知ることができず，
又はその所在を知ることができないときは，土地全体について土地管理命令を発することがで
きる。また，例えば，土地が三人の共有に属する場合において，一人の共有持分についてはそ
の所有者及び所在が判明しているが，他の二人の共有持分について所有者を知ることができ
ず，又はその所在を知ることができないときは，他の二人の共有持分についての土地管理命令
を発することができる。 

   なお，共有者は，利害関係人として，他の共有持分について土地管理命令の申立てをするこ
とができる。 
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（注５）「土地が数人の共有に属する場合」には，土地の所有者が死亡し，土地が複数の相続人の遺
産共有に属する場合が含まれるが，土地管理人が遺産分割の当事者になることはできない。 

（注６）裁判所は，土地管理命令において，管理行為の内容，管理方法，管理期間等を定めること
ができ，これを変更する必要が生じた場合には，土地管理命令を変更することができる。 

【意見】 

提案に賛成する。 

ただし，（注２）及び（注３）については，慎重に検討すべきである。 

 

【理由】 

１ 本文について 

所有者不明土地問題を解決するためにも，人単位でなされる既存の財産管理制

度に加え，提案の土地単位での財産管理制度を新設することは有用である。 

また，所有者の意思によらずその土地を処分できる等大きな効果を生じ得るこ

とから，必要があると認められる場合に限定する提案は妥当である。 

２ （注１）について 

提案の財産管理制度の対象となると，所有者の意思によらずその土地を処分で

きる等大きな効果を生じ得ることから，その対象を安易に広げるべきではない。 

他方，所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては，相当

な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行うこ

とが求められているが，これは一定の調査能力，権限，経験がある行政機関が調

査を行う場合の規律であることから，そのような調査能力，権限，経験を必ずし

も有さない私人が調査を行う場合に，ここまでの探索を求めなくてもよいと考え

られる。 

この点，対象を「必要な調査を尽くしても，氏名又は名称やその所在を知るこ

とができないとき」とする方向は，バランスのとれた規律であると考えられ，妥

当である。 

３ （注２）について 

  社団等の構成員の全員を特定できず又はその所在を知ることができないことを

要件とする考えが示されているが，構成員の一部のみを特定でき所在を知ること

ができたとしても，団体内部の自治が働かない場合が想定されることから，その

要件は厳格に過ぎ制度自体の利用の大きな障害となる可能性がある。そこで，土

地の所有者が社団等である場合の要件については，慎重に検討すべきである。 

４ （注３）について 

  所有者を特定することができない場合と所有者を特定することができるがその

所在を知ることができない場合とで，別個の規律とする考え方が示されている。
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しかし，場面を細かく区分することで制度の複雑化・硬直化を招く懸念がある

（例えば，所有者を特定することができないことを理由に土地管理命令がされた

場合において，所有者を特定することができたがその所在を知ることができない

ときには，引き続き同じ土地管理人による管理継続が期待されることがあると考

えられるが，別個の規律とすれば土地管理命令が常に取り消されることになる

（後記カ参照））ことから，別個の規律とすることは慎重に検討すべきと考えら

れる。 

５ （注４）について 

共有土地につき，その共有者の一部が不明である場合，他の共有者は変更・処

分ができず，その持分割合によっては管理行為もできない場合が生じるため，提

案の管理制度の対象とすることは妥当である。 

また，共有土地については，不明共有者以外の共有者も，不明共有者の共有持

分の管理に当然に利害関係があると考えられることから，申立権を有する者（利

害関係人）とすることが妥当である。 

６ （注５）について 

「土地が数人の共有に属する場合」から，あえて「土地の所有者が死亡し，土

地が複数の相続人の遺産共有に属する場合」を除外する必要はないことから，遺

産共有の場合を含むとすることが妥当である。 

他方，遺産共有の場合に，土地管理人が遺産分割の当事者となることは管理人

の本来の役割を超えるものであり，土地管理人が遺産分割の当事者になることは

できないとするのが妥当である。 

７ （注６）について 

適切な土地管理の内容・方法・期間等は事案により異なることから，裁判所

が，土地管理命令において，管理行為の内容，管理方法，管理期間等を定めるこ

とができるとするのが妥当である。 

また，管理命令発令後に，事情の変更等により，適切な土地管理の内容・方

法・期間等が変わることもあり得るため，これらを変更する必要が生じた場合

に，裁判所が，土地管理命令を変更することができるとするのが妥当である。 

 

イ 土地管理人の選任・権限等 

① 裁判所は，土地管理命令をする場合には，当該土地管理命令にお

いて，土地管理人を選任しなければならない。 

② 【甲案】 ①の規律により土地管理人が選任された場合には，土地
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管理人は，土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及びその

管理，処分その他の事由により土地管理人が得た財産の管理及び処

分をする権利を有する。 

【乙案】 （土地管理人が選任された場合には，その旨の登記をするこ

とを前提として）①の規律により土地管理人が選任された場合には，

土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及びその管理，処分

その他の事由により土地管理人が得た財産の管理及び処分をする権

利は，土地管理人に専属する。 

③ 土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには，裁

判所の許可を得なければならない。 

ａ 保存行為 

ｂ 土地の性質を変えない範囲内において，その利用又は改良を目

的とする行為 

④ ③の規律に違反して行った土地管理人の行為は，無効とする。 

⑤ 土地管理命令が発せられた場合には，当該土地管理命令の対象とさ

れた土地又は共有持分に関する訴えについては，土地管理人を原告又

は被告とすることができる。 
（注１）②の【甲案】及び【乙案】につき，所有者を特定することができない場合と所有者を特定す

ることができるがその所在を知ることができない場合とで別異に解するとの考え方もある。 
（注２）③の規律に違反して行った行為の相手方の保護をどのようにして図るかについては，不在者

財産管理人等と同様に，表見代理の規定の要件を満たす場合にはこれを適用又は類推適用するこ
とによって対応すべきとの考え方と，特に取引の安全を図る見地から，②につき【乙案】をとるこ
とを前提に，土地管理人の行為の無効を善意の相手方に対抗することができないとの規定を置く
との考え方がある。 

（注３）⑤は，土地管理人が選任された場合であっても，土地の所有者が特定されているときは，そ
の所有者を被告とし，公示送達の方法によって訴状を送達して，訴訟手続を進行することもできる
ことを意味する。 

⑤とは別に，土地管理人が選任されている場合には，土地管理人の訴訟追行によって土地の所有
者の手続の保障を図る観点から，土地の所有者ではなく，土地管理人を被告としなければならない
との考え方がある。 

【意見】 

１ 本文①（土地管理命令）について 

 提案に賛成する。 

２ 本文②について 

 乙案に賛成する。 

３ 本文③及び④について 

 提案に賛成する。 

４ 本文⑤について 
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 提案に反対する。土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分に関する訴え

については，土地管理人のみが原告又は被告となるとすべきである。 

 

【理由】 

１ 本文①（土地管理命令）について 

所有者不明土地管理制度において，土地管理人を選任しないことは想定できな

いため，管理命令において土地管理人を選任することを明示するのが妥当であ

る。 

なお，土地管理人としては，既存の財産管理制度や法的倒産手続においても，

その専門性から多くの場合に選任されている弁護士を選任するのが適切かつ妥当

である。 

２ 本文②について 

土地管理命令の対象土地は，その所有者が不明であり，所有者により管理，処

分を期待できないことから，その管理処分権を土地管理人に専属させることが妥

当である。 

対象土地につき何らかの行動を取ろうとする第三者の便宜のためにも，土地管

理人が選任されていることを当該土地の登記簿上公示するのが妥当である。 

３ 本文③，④，（注２）について 

土地管理制度は，土地を適切に管理するための制度であるから，土地管理人の

権限は保存行為や（土地の性質を変えない範囲の）利用・改良行為とすることが

妥当である。 

また，処分行為等上記権限を超える行為については，所有者の保護の観点か

ら，その必要性等について裁判所の判断を経るべきであり，裁判所の許可を必要

とすることが妥当である。 

なお，（注２）について，裁判所の許可を得ない権限外行為について，所有者

の保護の観点と取引安全の観点から，どのような要件の下において行為の相手方

を保護すべきかについては，引き続き十分な検討をすべきである。 

４ 本文⑤について 

所有者不明土地の所有者は不明でありその管理を期待できないことや，そのた

めその管理処分権を土地管理人に専属させる（本文②乙案）ことから，当該土地

に関する訴えについては土地管理人のみが原告又は被告となることが妥当であ

る。 
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また，土地管理人が選任されている場合には，土地管理人の訴訟追行により土

地所有者の手続保障を図ることが適切と考えられ，不明の所有者を被告として公

示送達で訴状を送達し訴訟手続を進行する余地を否定するのが妥当である。 

このように考えても，乙案で，土地管理人の選任が登記により公示されていれ

ば，訴え提起者に生じる負担は大きくないので，十分許容されると考えられる。 

 

ウ 土地管理人の義務 

① 土地管理人は，善良な管理者の注意をもって，その職務を行わなけ

ればならない。 

② 土地管理人は，土地が数人の共有に属する場合において，それらの

共有持分について選任されたときは，土地管理命令の対象とされた共

有持分を有する者全員のために，誠実かつ公平にその権限を行使しな

ければならない。 

【意見】 

提案に賛成する。 

 

【理由】 

土地管理人は他人の財産を管理することから，職務上善管注意義務を負うことと

するのが妥当である。また，共有持分について選任された場合に対象の共有持分権

者全員のため誠実かつ公平に権限行使すべきことは当然であり，その旨の提案は妥

当である。 

 

エ 報酬等 

土地管理人は，土地管理命令の対象とされた土地及びその管理，処分

その他の事由により土地管理人が得た財産から裁判所が定める額の費用

の前払及び報酬を受けることができる。 

【意見】 

提案に賛成する。 

 

【理由】 

土地管理人が得た財産は土地所有者に帰属するものと考えられるが，土地管理人

は，所有者が不明である土地につき，当該所有者が適切な管理をしておらず，その
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管理の必要がある場合に選任されるものであるから，同管理人の報酬や管理費用を

所有者に負担させるのが妥当である。 

 

オ 供託等 

① 土地管理人は，土地管理命令の対象とされた土地の管理，処分その

他の事由により金銭が生じたときは，その所有者のために，当該金銭

を当該土地の所在地の供託所に供託することができる。 

② 土地管理人は，①の規律による供託をしたときは，その旨その他一

定の事項を公告しなければならない。 

【意見】 

提案に賛成する。 

 

【理由】 

管理業務において金銭が生じた場合，所有者が現れない限り，土地管理人がいつ

までも当該金銭を保管する必要があるとすると，その金銭は管理費用や報酬に費消

され経済合理性に欠けるため，当該所有者のために当該金銭を供託することができ

るとするのが妥当である。 

また，供託の事実を所有者等に認識できるように，公告しなければならないとす

るのが妥当である。 

 

カ 土地管理命令の取消し 

裁判所は，所有者を知ることができないことを理由に土地管理人を選

任した場合においてその所有者を知ることができたとき，所有者の所在

を知ることができないことを理由に土地管理人を選任した場合において

所有者の所在が判明したとき，土地管理人が管理すべき財産がなくなっ

たとき（土地管理人が管理すべき財産の全部がオ①により供託されたと

きを含む。），その他土地管理命令の対象とされた土地の管理を継続す

ることが相当でなくなったときは，所有者，土地管理人若しくは利害関

係人の申立てにより又は職権で，土地管理命令を取り消さなければなら

ない。 

（注）土地管理人の辞任，解任等に関する規律についても，引き続き検討する。 

【意見】 

提案に賛成する。 
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ただし，所有者を知ることができないことを理由に土地管理人を選任した場合の

取消事由としては，「所有者及びその所在を知ることができたとき」等に表現を見

直すべきである。 

 

【理由】 

どのような場合に管理命令が取り消されることになるのか，予測可能性を担保す

るためにも，取消しの規律について規定することが望ましい。 

ただし，「所有者を知ることができないことを理由に土地管理人を選任した場合

においてその所有者を知ることができたとき」に「土地管理命令を取り消さなけれ

ばならない」とすると，第２の１(1)アの発令要件と論理矛盾を生じる。つまり，

所有者を知ることができたとしても，その所在を知ることができないときにも，常

に土地管理命令を取り消す必要があることになるが，引き続き同じ土地管理人によ

る管理継続が期待されることがあると考えられることから，「所有者を知ることが

できないことを理由に土地管理人を選任した場合においてその所有者及びその所在

を知ることができたとき」等に表現を見直すべきである。 

なお，土地管理人の辞任については，表題部所有者不明土地の登記及び管理の適

正化に関する法律第２５条において，「正当な事由があるときは裁判所の許可を得

て辞任できる」とされているが，土地管理人についてもその方向で検討することが

妥当である。 

また，土地管理人の解任については，同法第２６条において，「任務違反で対象

土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは利害関係人の申立

てにより裁判所が解任できるとされているが，土地管理人についてもその方向で検

討することが妥当である。 

 

キ 土地上の動産の取扱い 

所有者不明土地管理制度における土地上の動産の取扱いについて，次

のような規律を設ける。 

土地管理人は，土地管理命令の対象となる土地に土地所有者の所有す

る動産がある場合において，必要があるときは，裁判所の許可を得て，

当該動産を処分することができる。 

（注）土地管理命令の対象となる土地上の動産の所有者が不明である場合でも，土地管理人が裁判
所の許可を得てこれを処分することができるとすることについては，そのような規律の是非を含
めて引き続き検討する。 

【意見】 

提案に賛成する。  
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【理由】 

１ 本文について 

 土地管理命令の対象とされた土地上に土地所有者が所有する動産が残置されて

いる場合，土地管理人がその動産について管理処分できるとすることが有益かつ

妥当である。 

２ （注）について 

土地管理命令の対象とされた土地上の動産の所有者が不明である場合，土地管

理人がその動産の管理処分権を有さないとすれば，仮に当該動産の価値が低いと

しても，当該土地を売却する場合には，当該動産を別途保管する等，土地管理人

の管理が継続し，その管理費用も増加する。他方，その動産の所有者の保護の必

要もある。 

そこで，裁判所の許可を要件として，必要がある場合には，土地管理人が当該

動産を処分できる旨の規律を設けるのが妥当である。 

 

(2) 所有者が不明である場合の建物の管理命令 

  所有者不明建物の管理に関する制度の創設の是非に関しては，次の各案

について引き続き検討する。 

【甲案】 裁判所は，所有者（建物が数人の共有に属する場合にあっては， 

共有持分を有する者）を知ることができず，又はその所在を知ることが

できない建物（建物が数人の共有に属する場合において，共有持分の一

部について所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができ

ないときにあっては，その共有持分）について，必要があると認めると

きは，利害関係人の申立てにより，その申立てに係る建物又は共有持分

を対象として，建物管理人による管理を命ずる処分をすることができ

る。 

【乙案】 裁判所は，土地管理命令の対象とされた土地の上にその土地の所有

者又は共有持分を有する者が所有する建物（建物が数人の共有に属する

場合にあっては，その共有持分）がある場合において，必要があると認

めるときは，利害関係人の申立てにより，その申立てに係る建物又は共

有持分を対象として，土地管理人による建物の管理を命ずる処分をする

ことができる。 

【丙案】 建物の管理に関する特別の規律は設けない。 
（注１）【甲案】又は【乙案】をとる場合において，区分所有建物の専有部分及びその敷地利用権を
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対象とすることについては，区分所有建物の管理に関する規律を踏まえて慎重に検討する。 
（注２）上記の検討に当たっては，前記(1)のイからキまでの検討と同様の検討をする。 

【意見】 

 乙案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文について 

所有者不明土地問題の解決のために，所有者不明土地と独立して所有者不明の

建物の管理制度を設ける必要性は認められない。 

建物敷地の所有者が不明でなければ，最も利害関係を有する当該敷地所有者が

当該所有者不明建物をどう処理するのか考えるのが適切であり，通常は，敷地の

賃料も不払いとなり，敷地所有者において建物収去土地明渡しの請求を行う（訴

訟で公示送達を行う）等の対応を取るものと考えられ，そのような場合にあえて

当該建物について管理人を選任する実益は乏しいと考えられる。 

他方，土地管理命令の対象とされた土地上に同一所有者の建物が存在する場

合，土地管理人が当該土地のみしか管理処分権を有さず，当該建物について何ら

の権原も有さないとすれば，当該土地の管理も十分なし得ない可能性があり，特

に当該土地を売却する場合には当該建物も合わせて売却できるものとしなければ

売却価格が大幅に減価され売却に支障を生じる可能性もある。 

したがって，土地管理命令の対象とされた土地上に同一所有者の建物が存在す

る場合に限り，土地管理人による当該建物の管理命令を出すことができる制度を

設けることが妥当である。 

ただし，建物敷地所有者に適切な対応を求めることが期待できない場合も想定

されるから，空き家問題等，社会経済に悪影響を与える所有者不明建物のみを対

象に，別途，これら建物を管理するための特別の制度の導入等の対策を検討する

のが相当である。 

２ （注１）について 

土地管理命令の対象とされた土地上に区分所有建物が存在する場合，その区分

所有建物の専有部分及びその敷地利用権を管理命令の対象とすることについて

は，複雑な権利関係が生じることから，対象外とする方向で慎重に検討すべきで

ある。 

 

２ 管理不全土地管理制度等 

 (1) 所有者が土地を管理していない場合の土地の管理命令 
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所有者が土地を現に管理していない場合において，所有者が土地を管理

していないことによって他人の権利又は法律上の利益が侵害され，又は侵

害されるおそれがあるときであって，必要があると認めるときは，裁判所

は，利害関係人の申立てにより，当該土地について，土地管理人による管

理を命ずる処分をし，土地管理人に保存行為をさせることができるとする

ことについて，引き続き検討する。 
（注１）例えば，所有者が土地を現に管理していないことによって崖崩れや土砂の流出，竹木の倒壊

などが生じ，又はそのおそれがある場合を想定しているが，要件については，他の手段によって
は権利が侵害されることを防止することが困難であることを付加するかどうかなども含めて更に
検討する。 

（注２）所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができない場合であっても，所有者が
土地を管理していないことによって他人の権利又は法律上の利益が侵害され，又は侵害されるお
それがあるときは，必要に応じて(1)の土地管理人を選任することが可能とすることを想定してい
る。 

（注３）土地管理人の権限については，保存行為を超えて，当該土地を利用し，又は裁判所の許可を
得て売却する権限を付与するとの考え方もあるが，慎重に検討する。 

（注４）所有者の手続保障を図る観点から，管理命令の手続の在り方についても検討する。 
（注５）本文の制度を設ける場合には，土地管理人は，善良な管理者の注意をもってその職務を行う

こととし，土地管理人の報酬及び管理に要した費用は土地所有者の負担とし，管理命令の取消事
由については所有者が土地を管理することができるようになったときその他管理命令の対象とさ
れた土地の管理を継続することが相当でなくなったときとする方向で検討する。 

（注６）所有者が土地上に建物を所有しているが，建物を現に管理していないケースが，「土地を現に
管理していない場合」に該当するかについては，後記(2)の管理命令の検討と併せて検討する。 

（注７）土地管理人は，管理命令の対象となる土地に土地所有者の所有する動産や所有者が不明であ
る動産がある場合において，必要があるときは，裁判所の許可を得て，当該動産を処分すること
ができるとすることについても，検討する。 

【意見】 

 本文記載の内容の管理不全土地管理制度を創設することに賛成する。 

ただし，発令の要件は，現行法において物権的請求権，人格権等に基づく差止請

求権等が認められる場合に限定されることを明確にすべきである。また，管理措置

請求権制度（中間試案第３の４）との併存を認める方向で検討すべきであるが，そ

の場合の両制度及び既存の物権的請求権等との関係について整理し，引き続き検討

すべきである。さらに，提案の管理不全土地管理制度と所有者不明土地管理制度

（中間試案第２の１(1)）の各管理人選任の重複時の対応等，両制度の関係につい

て整理し，引き続き検討すべきである。 

 

【理由】 

１ 本文について 

土地所有者が判明している場合であっても，当該土地所有者が適切に当該土地

を管理していないために，当該管理不全土地を適切に管理する必要性が認められ

る場合がある。本来は，所有者に適切な管理を求め，それでも適切に管理をしな

い場合には，既存の物権的請求権や差止請求権等の行使によって対応することが

考えられるが，それだけでは必ずしも十分でない一定の場合には，管理人を選任
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して管理をする方が適切である場合もあることから，そのような管理制度を創設

することは妥当である。 

他方，管理人の選任は判明している土地所有者の所有権の行使に対する著しい

制約となるから，その発令要件は，現行法において物権的請求権，人格権等に基

づく差止請求権が認められる場合より緩やかにする必要はないし，相当でもな

い。 

なお，所有者に対し原因除去や予防工事をさせる方（管理措置請求権制度）が

合理的である場合もあると考えられる一方で， 管理人の選任等をした方が合理

的である場合もあると考えられるため，本提案と管理措置請求権制度との併存を

認めるのが妥当である。この場合，両制度の関係（優劣等）について，引き続き

検討すべきである。 

２ （注１）について 

  他の管理方法でも対応が可能だとしても，管理人選任が最も迅速かつ合理的で

ある場合もあると考えられることから，提案の管理制度の適用範囲を限定する必

要はなく，補充性要件は不要と考えられる。 

３ （注２）について 

  提案の管理不全土地管理制度と所有者不明土地管理制度（中間試案第２の１

(1)）では，選任される管理人の権限が異なることから，双方の要件を満たす場

合にはいずれの申立ても可能とすべきであるが，各管理人の選任が別々に申し立

てられ管理人の重複が生じる可能性があることから，両制度の関係について整理

し，引き続き検討すべきである。 

４ （注３）について 

管理不全土地においては，土地所有者の所在が判明していることから，所有者

の意向を無視して当該土地を利用又は売却等処分をすることは適切ではなく，ま

た，管理不全への対応も保存行為の範囲で可能と考えられることから，保存行為

に限定するのが妥当である。 

管理費用の回収の必要性については，その費用の原資となる予納金を負担した

申立人が土地所有者に対し求償権を有することから，申立人が判決等債務名義を

取得し，当該土地等の土地所有者の資産を競売等により換価し回収することがで

きるので，そのためにあえて土地管理人に処分権を与える必要は高くないと考え

られる。 

５ （注４）について 

  土地所有者の手続保障を図る必要があることから，その観点で管理命令の手続

の在り方を検討することが妥当である。 
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なお，本管理命令の申立事件は，土地所有者を相手方とする争訟的非訟事件で

あるから，申立時に土地所有者に事件継続を通知し，反論の機会を与えるべきで

ある。 

さらに，管理命令が発令後，土地管理人により個別の管理行為が始まる度に土

地所有者に管理人から通知をすべきかどうかについては，個別の管理行為の内容

や管理人の通知の負担等も勘案しつつ，土地所有者の手続保障の観点から，引き

続き検討するのが妥当である。 

６ （注５）について 

  土地管理人は他人の財産を管理することから，職務上善管注意義務を負うこと

とするのが妥当である。 

また，土地の適切な管理は本来その所有者が行うべきものであるから，管理費

用を土地所有者の負担とするのが妥当である。 

管理命令の取消事由として，管理命令の対象とされた土地の管理を継続するこ

とが相当でなくなったときとする方向で検討することは妥当であるが，例示され

ている「所有者が土地を管理することができるようになったとき」については，

遠隔地に居住していても業者等第三者に依頼する等して管理不全状態を改善する

ことは可能である上，管理が客観的に可能な状況であっても管理の意思がない等

により管理をしないこともあり得るため，取消要件としては広範に過ぎ適切でな

いと考えられる。 

７ （注６）について 

  所有者が土地上に建物を所有しているが建物を現に管理していないケースにつ

いて，建物が管理不全であり他人に損害を及ぼしている場合を想定していると考

えられるが，その場合，①土地が管理不全で建物も管理不全，②土地が管理不全

でなく建物は管理不全という２通り考えられる。①については，土地管理人が選

任でき，(2)乙案で同管理人が建物の管理も可能となる（甲案では独立して建物

管理人の選任可能）。しかし，②については，土地管理人を選任できない場合に

は，(2)乙案では建物の管理命令が発令できない（甲案では独立して建物管理人

の選任可能）ことになるが，通常，建物が管理不全であれば土地も管理不全と評

価できる場合が多いと考えられるから，土地と建物の所有者が同一の場合には，

(2)乙案では土地管理人による建物管理も可能となる（甲案では独立して建物管

理人の選任が可能）。 

そこで，所有者が土地上に建物を所有しているが建物を現に管理していないケ

ースについて「土地を現に管理していない場合」に該当するとして，土地管理人

の選任を認め得る方向で検討することが妥当である。 
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８ （注７）について 

  管理不全土地上に土地所有者が所有する動産や所有者が不明の動産が残置され

ている場合，土地管理人がその動産を処分できるとすることが有益かつ妥当な場

合があることは否定できないため，裁判所の許可により同管理人がそのような動

産を処分することができる方向で検討することが妥当である。 

 

 (2) 所有者が建物を管理していない場合の建物の管理命令 

所有者が建物を管理していない場合の建物の管理に関する制度の創設の

是非に関しては，次の各案について引き続き検討する。 

【甲案】 所有者が建物を現に管理していない場合において，所有者が建物

を管理していないことによって他人の権利又は法律上の利益が侵害さ

れ，又は侵害されるおそれがあるときは，裁判所は，利害関係人の申

立てにより，必要があると認めるときは，当該建物について， 建物管

理人による管理を命ずる処分をし，建物管理人に保存行為をさせるこ

とができる。 

【乙案】 土地管理人が選任された土地の所有者がその土地上に建物を所有

している場合において，所有者が建物を現に管理しておらず，所有者

が建物を管理していないことによって他人の権利又は法律上の利益が

侵害され，又は侵害されるおそれがあるときは，裁判所は，利害関係

人の申立てにより，必要があると認めるときは，当該建物について，

土地管理人による管理を命ずる処分をし，土地管理人に保存行為をさ

せることができる。 

【丙案】 管理不全建物の管理に関する特別の規律は設けない。 
（注１）【乙案】は，所有者が土地上に建物を所有し，その建物を現に管理していない場合には，所

有者が土地を現に管理していない場合に該当するとすることを前提としている。 
（注２）建物管理人の権限については，保存行為を超えて，当該建物を利用し，又は売却する権限

を付与するとの考え方もあるが，慎重に検討する。 
（注３）所有者が建物を管理していない場合の建物の管理に関する制度の検討に当たっては，(1)

「所有者が土地を管理していない場合の土地の管理命令」の（注１），（注４），（注５）及び
（注７）の検討と同様の検討をする。 

（後注１）所有者が土地又は建物を現に管理している場合において，所有者が土地又は建物を適切に
管理していないことによって他人の権利又は法律上の利益が侵害され，又は侵害されるおそれが
あるときは，裁判所は，利害関係人の申立てにより，必要があると認めるときは，当該土地又は
建物について，土地管理人又は建物管理人による管理を命ずる処分をし，土地管理人又は建物管
理人に保存行為をさせることができるとすることについては，慎重に検討する。 

（後注２）所有者が土地又は建物を管理せず，又は適切に管理していないことによって，他人の権利
が侵害され，又は侵害されるおそれがあるときは，裁判所は，利害関係人の申立てにより，必要
な処分を命ずることができるものとすることについては，既存の制度とは別にこれを設ける必要
性を踏まえながら，慎重に検討する。 

【意見】 
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乙案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文について 

前記２(1)の提案（特に同（注５）につき積極的に認める方向）であれば，管

理不全建物の敷地も管理不全土地に含まれることになると考えられ，当該管理不

全土地につき土地管理人を選任することで，当該建物について被害防止策（防護

ネット等）を取ることができ，あえて当該建物についてのみ管理人等を選任する

制度を設ける必要性は低いと考えられる。 

ただ，かかる土地管理人は当該建物につき被害防止策をとることはできても，

それ以上に，建物の取壊しや売却等の処分ができないことになるが，単なる被害

防止策では不十分で取り壊さざるを得ない場合などでは支障が生じる。 

この点，当該土地の所有者と当該建物の所有者が異なる場合には，土地管理人

において必要に応じ借地契約を解除の上，当該建物収去土地明渡を請求すること

も可能であるが，当該土地と当該建物の所有者が同一であれば，それも困難であ

る。 

そこで，土地管理人が選任された土地上に当該土地と同一所有者の建物が存在

する場合に限り，土地管理人による当該建物の管理命令を出すことができる制度

を設けることが妥当である。 

ただし，土地所有者と建物所有者が異なる場合において，土地所有者に適切な

措置を求めることが期待できない場合も想定されるから，空き家問題等，社会経

済に悪影響を与える管理不全建物を対象に，別途，建物の管理制度の導入等の対

策を検討すべきである。 

２ （注２）について 

  管理不全建物においては，土地所有者の所在が判明していることから，所有者

の意向を無視して当該建物を利用又は売却等処分をすることは適切ではなく，ま

た，管理不全への対応も保存行為の範囲で可能と考えられることから，保存行為

に限定するのが妥当である。 

４ （注３）について 

  前記第１の２(1)における理由２，４，５，７記載のとおりである。 

５ （後注１）について 

  所有者が土地又は建物を現に管理している場合には，管理者と権利侵害を受け

ている者（申立人）と意見対立が大きいと考えられ，管理者を選任しても，所有

者を排除して管理者が適切な管理をすることが困難と考えられる。 
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このような場合，権利侵害を受けている者は，既存の物権的請求権としての妨

害排除請求等により対応することが可能であり，かつ，それがふさわしい。 

したがって，このような場合に，管理人を選任することについて，慎重に検討

することが妥当である。 

６ （後注２）について 

  管理不全の土地建物について，管理人の選任以外の必要な処分を命じることに

ついては，相隣関係において管理措置請求制度（第３の４）を検討しているこ

と，既存の物権的請求権等の制度により対応可能なことから，別途非訟事件とし

て新たな制度を設ける必要性は高くないと考えられることから，慎重に検討する

ことが妥当である。 

 

３ 不在者財産管理制度の見直し 

不在者財産管理人による供託とその選任の取消しに関し，次のような規律

を設ける。 

① 管理人は，不在者の財産の管理，処分その他の事由により金銭が生じた

ときは，不在者のために，当該金銭を供託することができる。 

② 管理人は，供託をしたときは，その旨その他一定の事項を公告しなけれ

ばならない。 

③ 家庭裁判所は，管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときは，管

理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で，管理人の選任に関す

る処分の取消しの審判をしなければならない。 
（注１）不在者財産管理人の職務内容を合理的な範囲のものとし，その不在者財産管理人の職務の終

期を明確にする観点から，家庭裁判所が，その不在者財産管理人を選任する際に，その職務の内
容（不在者財産管理人の権限の内容を含む。）をあらかじめ定めることができることを明確にする
ことについては，引き続き検討する。 

（注２）管理人の選任の申立権者の範囲についての現行民法の規律は改めないものとする。 
（注３）申立人自身に管理行為を行わせる（不在者財産管理人に選任することを含む。）ことが可能で

あることや，複数の不在者について一人の管理人を選任して行う財産管理が可能であることを前
提として，特定の行為について申立人と不在者との間で又は複数の不在者の間で利益が相反する
場合に当該行為をすることは認められないとする規律を設けることについては，既存の利益相反
行為の規定（民法第１０８条）とは別にこれを設ける必要性の観点から，引き続き検討する。 

【意見】 

 提案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文について 

管理業務において金銭が生じた場合，不在者が現れない限り，管理人がいつま

でも当該金銭を保管する必要があるとすると，その金銭は管理費用や報酬に費消
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され経済合理性に欠けるため，当該不在者のために当該金銭を供託することがで

きると共に，管理すべき財産全部が供託された場合には管理人の選任を取消すこ

とができるとするのが妥当である。 

また，供託の事実を不在者等に認識できるように，公告しなければならないと

するのが妥当である。 

２ （注１）について 

実務上，特定の財産について，特定の行為をすることを目的に不在者財産管理

人の選任の申立てがなされる場合があることや，職務内容を限定することで管理

人の負担も軽減される上，予納金も比較的少額で済ませることも可能となると考

えられることから，裁判所の判断により，管理人の職務内容をあらかじめ定めて

限定することができるようにすべきである。 

３ （注２）について 

利害関係人の範囲については，現行法の規律でも事案に応じて適切に裁判所に

おいて判断されていると考えられるところであり，また，必要に応じて立法（所

有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の特別法）で対応してきて

いるところであるため，現行法の規律を改める必要はないと考えられる。 

４ （注３）について 

申立人自身に管理行為を行わせる（場合によっては不在者財産管理人に選任す

る）ことや，複数の不在者について一人の管理人を選任することは，事情によっ

ては，必要かつ相当な場合もあり得ると考えられるため，一律に禁止する規律を

設ける必要はないと考えられる。 

他方，当該管理行為が利益相反行為に該当する場合には，当該行為をすること

は許されないことは当然であるが，利益相反行為に該当するか否かは当該事案に

応じた個別判断が必要であるため，詳細な規律を置くことは困難と考えられ，既

存の規律（不在者財産管理人は一種の法定代理人と解されているところ，民法第

１０８条は法定代理にも適用があるとされる）に従い裁判所において適切に判断

することで対応可能と考えられる。 

 

４ 相続財産管理制度の見直し 

 (1) 相続人が数人ある場合における遺産分割前の相続財産管理制度 

現行の相続財産管理制度を見直し，熟慮期間の経過後も，相続財産を保

存するための新たな相続財産管理制度として，次の規律を設けることにつ

いて，引き続き検討する。 

① 相続人が数人ある場合において，必要があると認めるときは，家庭裁
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判所は，遺産分割がされるまでは，利害関係人又は検察官の請求によっ

て， 相続財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ず

ることができる。 

② ①の規律により選任された相続財産管理人の権限・義務等について

は， 民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様の規律を設ける。 

③ ①の規律により選任された相続財産管理人は，相続債務の弁済をする

ことはできない。 

④ 家庭裁判所は，相続人が相続財産を管理することができるようになっ

たとき，遺産の分割がされたときその他相続財産の管理を継続すること

が相当でなくなったときは，相続人，相続財産管理人若しくは利害関係

人の申立てにより又は職権で，①の規律による相続財産管理人の選任そ

の他の相続財産の保存に必要な処分の取消しの審判をしなければならな

い。 
（注１）「必要があると認めるとき」については，例えば，相続財産に属する不動産が荒廃しつつあっ

たり，物が腐敗しつつあったりする場合において，相続人が保存行為をしないためにその物理的
状態や経済的価値を維持することが困難であるときに認められることを想定して，引き続き検討
する。 

（注２）①の相続財産管理人は，②のとおり，民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様に保存
行為，利用・改良行為及び裁判所の許可を得て処分行為をする権限を有するが， 基本的に，その
職務は保存行為をすることにあり，例えば，相続財産を保存するための費用を捻出するために相
続財産の一部を売却することが必要かつ相当であるという事情がないのに，相続財産の一部を売
却するなど保存行為を超える行為をすることは職務上の義務に反し，裁判所も許可をしないこと
を想定している。 
他方で，②とは別に，①の相続財産管理人の権限は保存行為をすることに限られるとするとの

考え方がある。 
（注３）第三者が相続財産に関して権利を有する場合には「必要があると認めるとき」に該当すると

して，相続財産管理人の選任を認めた上で，相続財産管理人が，相続財産に関する訴訟の被告と
なって応訴することや相続財産に対する強制執行の債務者となることを認めることについては，
相続人の手続保障に留意して，慎重に検討する。 

（注４）家庭裁判所が，相続財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずるに際
し，相続人の範囲を調査し，全ての相続人から，意見を聴取する手続を経なければならないもの
とするかどうかについては，相続財産管理人の職務が基本的に保存行為にあることなどを踏まえ
て，引き続き検討する。 

（注５）家庭裁判所は，相続財産の中から，相当な報酬を管理人に与えることができる。① の相続財
産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分に要する費用は，「相続財産に関する費用」
（民法第８８５条参照）として扱う。 

（注６）適切な遺産分割の実現のために，相続人が相続財産管理の請求をすることを可能とすること
については，保存に必要な処分として相続人の管理処分権を制限することの是非と併せて，慎重
に検討する。 

【意見】 

 提案に賛成する。 

ただし，既存の規律（民法第９１８条第２項，第９２６条第２項，第９３６条第

２項）との関係を整理する必要がある。 

 

【理由】 

１ 本文①について 
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 現在の規律では，相続の放棄又は承認まで（民法第９１８条第２項），限定承認

された後（民法第９２６条第２項，第９３６条第２項），相続放棄後に次順位者が

相続財産の管理を始めるまで（民法第９４０条第２項）の各段階において，相続

財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができると

されている。 

 他方で，相続の承認後など，上記以外の段階では，遺産分割審判事件を本案と

する保全処分（家事事件手続法第２００条第１項，第２項）は別として，一般的

な相続財産の保存のための財産管理の規律は設けられていない。 

しかし，相続人以外の利害関係人においては，登記簿上で相続の有無や段階（放

棄・承認までか否か等）を把握することは困難な場合もあることから，相続の段

階を限定することなく，必要があると認められる場合には，広く相続財産管理人

の選任その他の財産管理を認めることができる規律を設けるのが妥当である。 

なお，この提案の規律を設けた場合，既存の規律（民法第９１８条第２項，第

９２６条第２項，第９３６条第２項，第９４０条第２項）との関係が問題となる

ため，その関係を引き続き検討すべきである。例えば，民法第９１８条第２項，

第９２６条第２項，第９４０条第２項との関係では相続人が１名である場合には

提案の規律で包含できないと考えられる。また，限定承認の規律においては，民

法上複数の相続人の限定承認時に相続財産管理人を相続人から選任するとの規律

（第９３６条第２項）があり，今回の提案と要件が異なるが，これを存置する場

合にはその相続人たる相続財産管理人が管理放棄している場合に提案の規律によ

り別途第三者の相続財産管理人が選任できるのかも問題となり得る。このように，

提案の規律と既存の規律の関係を整理する必要があると考えられる。 

２ 本文②について 

提案に係る相続財産管理人は，清算を目的とせず相続財産の管理のために選任

される点において民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様であることから，

その権限，義務，申立権者の範囲等についても，同法の相続財産管理人と同様の

規律とするのが妥当である（本文②関係）。 

この点，同項の管理人であれば，理論上裁判所の許可があれば相続財産の売却

等の保存行為を超える行為をすることも可能であるが，その基本的職務は相続財

産の保全であることから，相続財産を保存するための費用を捻出するために相続

財産の一部を売却することが必要かつ相当であるという事情がないのに，相続財

産の一部を売却するなど保存行為を超える行為をすることは職務上の義務に反し，

裁判所も許可をしないことが妥当である。 

他方，例外的に相続財産を保存するための費用を捻出するために相続財産の一
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部を売却することが必要かつ相当である場合も否定できないことから，明示的に

管理人の権限を保存行為に限定することは不相当と考えられる。 

３ 本文③について 

  新たな相続財産管理制度は，不動産等の積極財産たる相続財産を管理・保存す

ることを基本とする制度であり，相続債務は共同相続人が承継しているので，管

理人が相続債務も管理し弁済等をすることは，その制度趣旨を超えるものであり，

かつ，管理人に過度の負担になるため，これを否定するのが妥当である。 

４ 本文④について 

どのような場合に管理に関する処分が取り消されることになるのか，予測可能

性を担保するためにも，取消しの規律について規定することが望ましい。 

５ （注１），（注３）について 

遺産分割前の相続財産につき管理人の選任等が必要となるのは，当該相続財産

の物理的状態や経済的価値を維持することが困難な場合が想定されるため，その

ような場合を「必要があると認めるとき」とするのが妥当である（（注１）関係）。 

他方，それを超えて，第三者が相続財産に関して権利を有する場合に，その権

利の実現（例：時効取得に基づく所有権移転登記）を求めるために管理人の選任

をしたとしても，当該管理人の判断でこれに応じるのは職務上の義務との関係で

困難であり，結局，当該第三者は訴訟提起をする必要がある。 

そして，相続人のあることが明らかでない場合（後記(2)）と異なり，遺産分割

前に管理人が選任される場合には，相続人は特定でき判明しているのが通常であ

るから，当該相続人を被告とすべきであり，管理人に被告適格を認めることは，

相続人の手続保障の観点から慎重に検討すべきである（（注３）関係）。 

６ （注４）について 

管理人の選任等の処分は急を要する場合もあり得ることから，全相続人の意見

聴取の義務を明文化するのは相当でなく，相続人の一部や全員から意見を聴取す

るのか，どのような場合に聴取をするのか（しないのか）について，裁判所の合

理的な判断に基づく実務運用に委ねるのが相当と考えられる。 

７ （注５）について 

提案に係る相続財産管理人は，清算を目的とせず相続財産の管理のために選任

される点において民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様であることから，

管理人の報酬や管理費用についても，同項の場合と同様の規律とするのが妥当で

ある。 

８ （注６）について 

適切な遺産分割の実現のために相続人が相続財産管理の請求をすることを可能
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とし，保存に必要な処分として相続人の管理処分権を制限することについては，

相続人自身が相続財産を管理することが原則であること，相続紛争において濫用

されるおそれもあること，相続人の管理処分権を制限する必要がある場合には遺

産分割審判事件を本案とする保全処分（家事事件手続法第２００条第１項，第２

項）によることができること等から，慎重に検討すべきである。 

 

 (2) 相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の保存のための

相続財産管理制度 

現行の相続財産管理の制度を見直し，清算を目的とする民法第９５２条

の相続財産管理人の選任の申立てをすることができる場合であっても，清

算を目的としない相続財産の保存のための相続財産管理制度を利用するこ

とができるようにするため，次のような規律を設けることについて，引き

続き検討する。 

① 相続人のあることが明らかでない場合において，必要があると認める

ときは，家庭裁判所は，利害関係人又は検察官の請求によって，相続財

産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることがで

きる。ただし，民法第９５２条の相続財産管理人が選任されている場合

には，この限りではない。 

② ①の規律により選任された相続財産管理人の権限・義務等について

は， 民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様の規律を設ける。 

③ ①の規律により選任された相続財産管理人は，相続債務の弁済をする

ことはできない。 

④ 家庭裁判所は，相続人が相続財産を管理することができるようになっ

たとき，管理する財産がなくなったときその他財産の管理を継続するこ

とが相当でなくなったときは，相続人，相続財産管理人若しくは利害関

係人の申立てにより又は職権で，①の規律による相続財産管理人の選任

その他の相続財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければなら

ない。 

（注１）「必要があると認めるとき」については，例えば，相続財産に属する不動産が荒廃しつつあっ
たり，物が腐敗しつつあったりする場合において，相続人のあることが明らかでないためにその
物理的状態や経済的価値を維持することが困難であるときに認められることを想定して，引き続
き検討する。 

（注２）①の相続財産管理人は，民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様に，保存行為，利
用・改良行為及び裁判所の許可を得て処分行為をする権限を有するが，基本的に， その職務は保
存行為をすることにあり，例えば，相続財産を保存するための費用を捻出するために相続財産の
一部を売却することが必要かつ相当であるという事情がないのに，相続財産の一部を売却するな
ど保存行為を超える行為をすることは職務上の義務に反し，裁判所も許可をしないことを想定し
ている。 
他方で，②とは別に，①の相続財産管理人の権限は相続財産につき保存行為をすることに限ら
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れるとするとの考え方がある。 
（注３）第三者が相続財産に関して権利を有する場合には「必要があると認めるとき」に該当すると

して，相続財産管理人の選任を認めた上で，相続財産管理人が，相続財産に関する訴訟につき応
訴することを認めることについては，引き続き検討する。 

（注４）①の規律により相続財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をしたときは，
家庭裁判所は，遅滞なく，その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき
旨を公告しなければならないとすることについても，引き続き検討する。 

（注５）①の規律により相続財産管理人が選任された場合には，その相続財産管理人は，清算を目的
とする民法第９５２条の相続財産管理人の選任の申立てをすることができる。 

（後注）(1)及び(2)の相続財産管理制度と，現行の相続財産管理制度を一つの制度とし，熟慮期間中に選
任された相続財産管理人が熟慮期間経過後遺産分割前又は全員により相続放棄のされた後にもそのまま
相続財産を管理することができるようにすることを認めることについては， その終期の在り方や，本
文(1)及び(2)の各①の相続財産管理制度と現行の相続財産管理制度の異同を踏まえ，引き続き検討す
る。 

【意見】 

 提案に賛成する。 

ただし，民法第９５２条の相続財産管理人との関係を整理されたい。 

 

【理由】 

１ 本文①について 

 相続人のあることが明らかでないときには，相続財産の清算を行うための相続

財産管理人が選任される（民法第９５２条）が，同管理人は清算まで行う義務が

あり，管理人の負担が重く，そのため予納金も比較的高額となる場合が多いと考

えられることから，別途，相続財産の管理・保存のみを目的とする相続財産管理

人の制度を設けることは有益であると考えられる。 

また，既に民法第９５２条の管理人が選任されている場合には，同管理人にお

いて相続財産の管理・保存を行うことになることから，提案の相続財産管理人を

選任することができないとすることは妥当である。 

なお，提案の相続財産管理人と民法第９５２条の相続財産管理人との関係（前

者が選任された後に後者が選任された場合の処理等）を整理するべきである。 

２ 本文②について 

提案に係る相続財産管理人は，清算を目的とせず相続財産の管理のために選任

される点において既存の民法第９１８条第２項の相続財産管理人と同様であるこ

とから，その権限，義務，申立権者の範囲等についても，同法の相続財産管理人

と同様の規律とするのが妥当である（本文②関係）。 

この点，民法第９１８条第２項の管理人であれば，理論上裁判所の許可があれ

ば相続財産の売却等の保存行為を超える行為をすることも可能であるが，その基

本的職務は相続財産の保全であることから，相続財産を保存するための費用を捻

出するために相続財産の一部を売却することが必要かつ相当であるという事情が

ないのに，相続財産の一部を売却するなど保存行為を超える行為をすることは職
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務上の義務に反し，裁判所も許可をしないことが妥当である。 

他方，例外的に相続財産を保存するための費用を捻出するために相続財産の一

部を売却することが必要かつ相当である場合も否定できないことから，明示的に

管理人の権限を保存行為に限定することは不相当と考えられる。 

３ 本文③について 

相続人のあることが明らかでない場合には，本来は民法第９５２条以下の手続

を経て相続債権者に弁済をする必要があるところ，そのような手続を経ずに本文

①の管理人が弁済することは妥当でないこと，また，管理人に負担が重くなるこ

とから，管理人による相続債務の弁済を否定するのが妥当である。 

４ 本文④について 

  どのような場合に管理に関する処分が取り消されることになるのか，予測可能

性を担保するためにも，取消しの規律について規定することが望ましい。 

また，提案の取消しの要件についても，家事事件手続法第２０８条，第１２５

条第７項と同様であり，妥当な内容であると考えられる。 

５ （注１），（注３）について 

 相続人のあることが明らかでない場合の相続財産につき管理人の選任等が必要

となるのは，当該相続財産の物理的状態や経済的価値を維持することが困難な場

合が想定されるため，そのような場合を「必要があると認めるとき」とするのが

妥当である（（注１）関係）。 

他方，それを超えて，第三者が相続財産に関して権利を有する場合に，その権

利の実現（例：時効取得に基づく所有権移転登記）を求めるために管理人の選任

をしたとしても，当該管理人の判断でこれに応じるのは職務上の義務との関係で

困難であり，結局，当該第三者は訴訟提起をする必要がある。 

そして，前記(1)の場合と異なり，相続人のあることが明らかでないことから，

被告となるべきものが相続財産法人であり，民法第９５２条の相続財産管理人を

選任するか，特別代理人（民事訴訟法第３５条）を選任して訴訟手続を進めるこ

とになるところ，既に提案の保存のための管理人が選任されているのであれば，

新たに民法第９５２条の管理人を選任し又は特別代理人を選任することなく，選

任済みの保存のための管理人を被告として訴訟手続を進めることが合理的であり，

かつ，他の方法（民法第９５２条の管理人，特別代理人）と比べてその手続保障

も遜色がない。 

したがって，既に保存のための管理人が選任されている場合に，その応訴権限

を認めることは妥当と考えられる。 

６ （注４）について 
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  本文①は相続人のあることが明らかでない場合であるところ，探索により相続

人が見つかるのであれば，当該相続人が相続財産を管理・保存するのが適切であ

ること，東京地裁及び大阪地裁の調査では民法第９５２条第２項，第９５７条第

１項，第９５８条の公告後に相続人としての権利を主張する者が出現した事案が

一定数あること（民法・不動産登記法部会参考資料５），公告による探索だけであ

れば管理人の負担も重くないと考えられることから，相続人探索の公告をするの

が妥当である。 

７ （注５）について 

  本文①は相続人のあることが明らかでない場合であることから，最終的には相

続財産の清算をすることが望ましく，本文①の管理人が第９５２条の管理人の選

任の申立てをすることができるとするのが妥当である。 

８ （後注）について 

提案の相続管理制度と既存の相続財産制度（民法第９１８条第２項，第９２６

条第２項，第９３６条第２項，第９４０条第２項）の関係については整理が必要

であると考えられるが，財産管理の継続性やその申立ての負担等を考慮すると，

各制度を別個独立のものとせず，熟慮期間中に選任された相続財産管理人（民法

第９１８条第２項）が熟慮期間経過後も新たに申立てを必要とせず提案の新たな

相続管理制度の下で引き続き相続財産の管理を行うこと等も可能とするのが妥当

である。 

 

 (3) 民法第９５２条以下の清算手続の合理化 

民法第９５２条第２項，第９５７条第１項及び第９５８条の公告に関

し， 次のような規律に改めることについて，引き続き検討する。 

① 民法第９５２条第１項の規定により相続財産管理人を選任したとき

は， 家庭裁判所は，遅滞なく，その旨及び相続人があるならば一定の期

間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合に

おいて， その期間は，【３箇月】【６箇月】【１０箇月】を下ることがで

きない。 

② ①の公告があったときは，相続財産管理人は，遅滞なく，全ての相続

債権者及び受遺者に対し，一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を

公告しなければならない。この場合において，その期間は，【２箇月】

【４箇月】を下ることができない。 

【意見】 

１ 提案に賛成する。 
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２ 本文①の公告期間につき，３箇月に賛成する。 

３ 本文②の相続債権者らへの公告期間につき，２箇月に賛成する。 

 

【理由】 

民法第９５２条の財産管理制度につき，管理人選任の公告（２か月。民法第９５

２条第２項），相続債権者らに対する請求申出を求める公告（２か月。民法第９５

７条第１項），相続人捜索の公告（６か月。民法第９５８条）を順に合計１０か月

もの期間を要するところ，相続人や相続債権者等に失権の前提として権利主張を促

す機会が与えられていれば足り，各公告を順に行うべき必然性もないことから，全

公告を同時に行うことにより，手続の合理化を図ることは妥当である。 

①の全体の公告期間は，主に相続人に対する出現や権利主張を促す期間を意味す

ることになる。しかるに，相続人捜索の公告（民法第９５８条）は，通信・交通手

段の発達を踏まえ１９６２年（昭和３７年）民法改正で従来の１年から６か月に短

縮されているところ，同改正から既に５０年以上も経過し通信・交通手段も更に発

達していること，失踪宣告手続の不在者の生存届出期間も２０１３年（平成２５

年）制定の家事事件手続法で普通失踪が６か月から３か月に，危難失踪が２か月か

ら１か月に短縮されていること等から，３か月に短縮するのが妥当である。 

②の相続債権者らへの公告期間としては，現行民法の２か月から延長する理由は

見当たらず，現行民法と同様に２か月とするのが妥当である。 

 

 (4) 相続放棄をした放棄者の義務 

民法第９４０条第１項の規律を次のように改める。 

相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有

している場合には，相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡す

までの間，その財産を保存する義務を負う。この場合には，相続の放棄を

した者は，自己の財産におけるのと同一の注意をもって，その財産を保存

すれば足りる。 

（注１）保存義務の具体的な内容については，①財産を滅失させ，又は損傷する行為をしてはなら
ないことに加え，財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならないことを意味す
るとの考え方と，②財産の現状を滅失させ，又は損傷する行為をしてはならないことのみを意
味するとの考え方がある。 

（注２）相続の放棄をした者は，相続財産の管理又は処分をする権限及び義務（保存行為をする権
限及び義務を除く。）を負わないことを前提としている。 

（注３）相続の放棄をした者が負う義務等の程度については，善良なる管理者の注意とする考え方
もある。 

（注４）次順位の相続人が財産の引渡しに応じない場合や，次順位の相続人がいない場合に放棄者
が保存義務を免れるための方策（例えば，①次順位相続人に対して一定期間内に相続財産の引
渡しに応じるよう催告をし，その期間が経過したときは保存義務が終了するものとすること
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や，②相続財産を供託することによって保存義務が終了することを認める方策）については，
引き続き検討する。 

【意見】 

 提案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文，（注１）及び（注３）について 

  相続開始は相続人の意思に関係なく発生するものである上，相続の放棄をした

者は，初めから相続人とならなかったものとみなされ（民法第９３９条），本来

の相続財産の管理責任者でないことから，放棄者の義務はできるだけ重くならな

いようにすべきと考えられる。 

他方で，放棄者であっても，放棄時に特定の相続財産を占有していた以上，当

該財産につき，相続人等に引き渡すまで，自己の財産におけるのと同一の注意

（注３）を怠って相続財産を害して（滅失や損傷させて）はならないことは当然

であり，その程度の保存義務を負うべきとするのが妥当である（（注１）の②）。 

これに対し，上記の義務に加え，財産の現状を維持するために必要な行為をし

なければならないとすることは，放棄者の義務が重くなることから，妥当でない

と考えられる。 

２ （注２）について 

放棄者の義務はできるだけ重くならないようにすべきとの観点から，放棄者は

相続財産を処分又は管理する義務を負わないとするのが適切である。また，その

ような義務を負わない以上，相続財産を処分又は管理する権限も不要である。 

したがって，放棄者は，相続財産を処分又は管理する権限及び義務を負わない

ことを前提とするのが妥当である。 

３ （注４）について 

  放棄者の義務を軽減する観点から，①次順位の相続人が財産の引渡しに応じな

い場合や，②次順位の相続人がいない場合に放棄者が保存義務を免れるための方

策を引き続き検討することが妥当である。 

そして，具体的な方策として，①の場合には，次順位相続人に対して一定期間

内に相続財産の引渡しに応じるよう催告をすれば，次順位相続人としては自ら管

理・保存する機会を与えられることから，その期間が経過したときは放棄者の保

存義務が終了するとするのが妥当である。 

また，②の場合には，民法第９５２条や前記(2)の相続人のあることが明らか

でない場合における相続財産の保存のための管理人の選任申立てをする負担は予
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納金も考慮すれば相当重く，相続財産の供託により保存義務を終了させるとする

のが妥当と考えられる。ただ，不動産等の相続財産を換価することなく供託がで

きるのか等の検討が必要であり，仮に，換価が必要である場合には放棄者の負担

が重くなる上，処分権限の問題が生じることから，十分な検討が必要であると考

えられる。 

 

第３ 相隣関係 

１ 隣地使用権の見直し 

民法第２０９条第１項の規律を次のように改める。 

① 土地の所有者は，次に掲げる目的のために必要な範囲内で，隣地所有者

に対して，隣地の使用の承諾を求めることができる。 

ａ 境界又はその付近における障壁又は建物その他の工作物の築造又は修

繕 

ｂ 後記２の規律に基づいてする越境した枝の切除 

ｃ 境界標の調査又は境界を確定するための測量 

② 土地の所有者は，①の規律にかかわらず，次に掲げるときは，①の各号

に掲げる目的のために必要な範囲内で，隣地を使用することができる。 

ａ 隣地所有者に対して，次に掲げる事項を通知したにもかかわらず，相

当の期間内に異議がないとき。 

(a) 隣地の使用目的，場所，方法及び時期 

(b) 所有者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

ｂ 隣地所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができない

場合において，次に掲げる事項を公告したにもかかわらず，相当の期間

内に異議がないとき。 

(a) 隣地の使用目的，場所，方法及び時期 

(b) 所有者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

ｃ 急迫の事情があるとき 
  （注１）土地の所有者は，隣地の所有権の登記名義人から承諾を得れば，真の所有者の承諾がなくて

も，隣地を使用することができるとする規律を設けることについて，引き続き検討する。 
（注２）隣地が共有地である場合には，持分の価格の過半数を有する隣地共有者から承諾を得れば足

りるとすることについて，引き続き検討する。 
（注３）境界標の調査又は境界を確定するための測量の目的で隣地を使用することに加えて，必要な

行為を認める規律を設けることについて，引き続き検討する。 
（注４）隣地の使用において隣人の住家に立ち入る必要があるケースは限られると考えられるが，特

に必要がある場合には，住家への立入りの承諾を求めることができるとすることについて，引き
続き検討する。 

（注５）隣地使用請求に限らず，相隣関係における紛争全般について民事調停を前置する規律を設け
ることについて，引き続き検討する。 

（注６）①及び②に関して，使用目的に照らして必要な範囲を超えて隣地使用がされた場合には，必
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要な範囲を超える部分の隣地使用は違法である。 

【意見】 

提案に賛成する。 

ただし，（注５）の調停前置主義を採用することは反対する。 

 

【理由】 

現行法の隣地使用権の法的性質に関しては，請求権とする考え方と形成権とする

考え方が存在する。両説の差違は，隣地所有者が使用を承諾しない場合に現れる。

請求権説による場合は，隣地所有者を被告とする承諾に代わる判決が必要とされる

のに対し（実務上の運用），形成権説による場合，一方的な意思表示で足りる。 

上記両説のいずれによって隣地使用権を規律するかについては，登記制度・土地

所有権の在り方等に関する研究会から議論されてきた事柄である。究極的には，簡

易迅速な隣地使用の必要性と隣地所有者の権利保護との均衡であるところ，提案

は，①で請求権説による規律を行いつつ，急迫を要する場合，隣地所有者の権利侵

害のおそれが低い場合及び隣地所有者の黙示の承諾が認められる場合は②により形

成権説による規律を行うことにより簡易迅速な隣地使用を認めるものであって，前

記した利害関係の均衡の観点から請求権説及び形成権説の長所・短所を組み合わせ

た規律を行っているものであり，妥当である。 

なお，（注５）の調停前置主義に関して，これを採用すると，当事者間の対立が

激しく，調停による解決が期待できない場合であっても調停の利用を強制すること

となり，かえって紛争解決の長期化につながるおそれを否定しがたいため，反対す

る。 

 

２ 越境した枝の切除 

民法第２３３条第１項の規律を次のいずれかの案のように改める。 

【甲案】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは，土地所有者は，自らそ

の枝を切り取ることができる。 

【乙案】① 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは，土地所有者は，そ

の竹木の所有者に，その枝を切除させることができる。 

② 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において，土地所有者

は，次に掲げるときは，自らその枝を切り取ることができる。 

ａ 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわら

ず，相当の期間内に切除されないとき。 

ｂ 竹木の所有者を知ることができず，又はその所在を知るこ
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とができないとき。 

ｃ 急迫の事情があるとき。 
  （注１）土地所有者が，自ら枝を切り取った場合における枝の切取りにかかる費用負担の在り方につ

いては，現行法における枝の切除に関する費用負担の解釈を踏まえつつ，引き続き検討する。 
（注２）乙案については，竹木が共有されている場合には，持分の価格の過半数を有する竹木共有者

から承諾を得れば足りるとすることについて，引き続き検討する。 
（注３）土地所有者は，土地の管理のため必要な範囲内で，境界を越えて隣地内の枝を切り取ること

ができる規律を設けることについても引き続き検討する。 
（注４）隣地の竹木の根が境界線を越えるときには，土地の所有者が自らその根を切り取ることがで

きるとする現行の取扱いを維持することを前提としている。 
（注５）土地所有者が本文の規律に基づいて切り取った枝又は隣地の竹木から境界線を越えて落ちた

果実を処分することができる規律の要否については，竹木の根に関する現行法の規律を踏まえて
引き続き検討する。 

【意見】 

乙案に賛成する。 

ただし，乙案の②による場合であっても，切除可能部分は，越境部分に限定し，

かつ，妨害排除又は予防に必要最低限度の範囲とするべきである。 

また，この場合，切除費用負担は，隣地所有者（竹木所有者）の負担とするのが

相当である。 

 

【理由】 

竹木の枝と根の区別の理由としては，1)枝の方が根より価値が高いこと，2)枝の

切除の場合，相手方土地に立ち入る必要があること，と説明されている。 

現代社会において，上記 1)の観点は，区別の実益があるか疑問であるが，上記

2)の観点は，なお区別の実益を有するものと考えられる。加えて，甲案によった場

合，無条件の自力執行を認めるに等しい内容となるところ，枝の切除は，根の切除

と異なり，隣地所有者にも容易に関知できる顕在的な方法で行われるため，隣地所

有者とのトラブルを頻発しかねないおそれなしとしない。したがって，甲案は妥当

とはいえない。 

しかしながら，常に隣地所有者（竹木所有者）に対し，枝の切除の請求しかでき

ないとすると，ⅰ隣地所有者の黙示的承諾が認められる場合，ⅱ隣地所有者が不明

な場合，及びⅲ急迫の事情があるときであっても，土地所有者に訴訟提起の負担を

課すこととなり，利益衡量の観点からは妥当とはいえない。したがって，乙案の②

の規律は，必要であり，かつ，妥当である。 

ただし，乙案の②の規律は，債務名義なくして自ら他人の枝の切除を認める制度

であることから，その要件として妨害排除又は予防に必要最低限度の範囲に限定す

るのが相当である。 

切除費用の費用負担に関しては，切除を必要とする土地所有者に負担させるとす

る規律にも一定の合理性が認められるが，その場合，隣地所有者（竹木所有者）が
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竹木の管理を放棄する等のモラルハザードを招来しかねないおそれがある。この観

点から，切除費用に関しては，隣地所有者（竹木所有者）の負担とするのが相当で

ある。 

 

３ 導管等設置権及び導管等接続権 

相隣関係上の権利として，次のような導管等設置権及び導管等接続権の規

律を設ける。 

(1) 権利の内容 

【甲案】① 他の土地に囲まれて，電気，ガス若しくは水道水の供給又は下

水の排出その他の継続的給付を受けることができない土地（以下

「導管袋地」という。）の所有者（以下「導管袋地所有者」とい

う。）は，継続的給付を受けるために，その土地を囲んでいる他

の土地に自己の導管若しくは導線を設置し，又は他人が設置した

導管若しくは導線に自己の導管若しくは導線を接続することがで

きる。 

② 導管又は導線の設置場所又は接続方法は，導管袋地所有者のた

めに必要であり，かつ，他の土地又は他人が設置した導管若しく

は導線（以下「他の土地等」という。）のために損害が最も少な

いものを選ばなければならない。 
（注１）導管等を設置又は接続する工事のために隣地を使用する場合には，本文１で提案している隣

地使用権の要件を別途満たす必要があるとするかについて引き続き検討する。 

【乙案】① 他の土地に囲まれて，電気，ガス若しくは水道水の供給又は下

水の排出その他の継続的給付を受けることができない土地（以下

「導管袋地」という。）の所有者（以下「導管袋地所有者」とい

う。）は，継続的給付を受けるために，その土地を囲んでいる他

の土地又は他人が設置した導管若しくは導線（以下「他の土地

等」という。）の所有者に対して，他の土地に自己の導管若しく

は導線を設置し，又は他人が設置した導管若しくは導線に自己の

導管若しくは導線を接続することの承諾を求めることができる。 

② ①の規定にかかわらず，次に掲げるときは，導管袋地所有者

は，継続的給付を受けるために，他の土地等に自己の導管又は導

線を設置又は接続することができる。 

ａ 導管袋地所有者が，他の土地等の所有者に対し，次に掲げる

事項を通知したにもかかわらず，相当の期間内に異議がないと
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き。 

(a) 導管又は導線の設置場所又は接続方法 

(b) 導管又は導線の設置又は接続に係る工事方法及びその時期 

(c) 所有者が一定の期間内に異議を述べるべき旨 

ｂ 導管袋地所有者が，他の土地等の所有者を知ることができ

ず， 又はその所在を知ることができない場合において，次に

掲げる事項を公告したにもかかわらず，相当の期間内に異議が

ないとき。 

(a) 導管又は導線の設置場所又は接続方法 

(b) 導管又は導線の設置又は接続に係る工事方法及びその時期 

(c) 所有者が一定の期間内に異議を述べるべき旨 

③ 導管又は導線の設置場所又は接続方法及び工事時期は，導管袋

地所有者のために必要であり，かつ，他の土地等のために損害が

最も少ないものを選ばなければならない。 
（注２）導管袋地所有者が他の土地に導管又は導線を設置する場合には，他の土地の所有権の登記名

義人に対して承諾請求をすることができ，また，当該登記名義人が承諾をした場合には，真の所
有者の承諾がなくても，導管又は導線を設置することができるとする規律を設けることについて
引き続き検討する。 

（注３）他の土地等が共有である場合には，持分の価格の過半数を有する共有者から承諾を得れば足
りるとすることについて，引き続き検討する。 

（注４）他の土地に囲まれていない場合であっても，他の土地に導管等を設置することができるとす
る規律を設けることについては，民法第２１０条第２項を参考に，引き続き検討する。 

(2) 導管等の設置場所又は設置方法の変更 

土地の使用用途の変更，付近の土地の使用状況の変化その他の事情の変

更により，導管又は導線の設置場所又は設置方法を変更することが相当で

あるにもかかわらず，その変更につき当事者間に協議が調わないときは，

裁判所は，当事者の申立てにより，導管又は導線の設置場所又は設置方法

を変更することができる。 
（注）調停手続の前置のほか，必要となる手続的規律については，引き続き検討する。 

(3) 償金 

  (1)の規律に基づいて，他の土地等に自己の導管若しくは導線を設置し又

は接続する者は，他の土地等の損害に対して償金を支払わなければならな

い。 
（注）土地の分割によって導管袋地が生じた場合には，分割者の所有地のみに導管等を設置等するこ

とができるとした上で，償金を無償とする規律を設けることについては，民法第２１３条の規律
を参考に，引き続き検討する。 

【意見】 

１ (1)につき，乙案に賛成する。 

２ (2)につき，賛成する。 
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  ただし，導管袋地性を喪失した場合の導管等撤去義務の問題に関しては，(2)

の規律によるべきである。 

  また，（注）の調停前置主義を採用することは反対する。 

３ (3)につき，賛成する。 

  ただし，償金の内容は，導管等を設置させる土地の所有権制限の程度，導管等

利用者の受ける利益等を踏まえながら，引き続き検討すべきである。 

 

【理由】 

１ 意見１について 

  一時的な使用に過ぎない隣地使用権に関する規律において，隣地所有者の承諾

を必要とする規律を採用する以上，一時使用にとどまらず継続的な使用が予定さ

れる導管等設置権・接続権においても隣地所有者の承諾を要するとすることが理

論的に整合的であり，乙案が妥当である。 

乙案によっても，ⅰ隣地所有者の黙示的承諾が認められる場合，及びⅱ隣地所

有者が不明な場合は，導管袋地所有者に訴訟提起の負担を課すことは，利益衡量

の観点から妥当ではなく，承諾を不要とする乙案の②の規律は必要であり，か

つ，妥当である。 

２ 意見２に関して 

  事情の変更により，導管等の設置場所を変更する必要が生じることが想定で

き，その際，当事者間での合意に至らなかった場合，裁判手続（非訟手続）によ

って解決を図るとすることは妥当である。また，導管袋地性が失われた場合，導

管等設置権等は消滅すると考えられるが，一律に導管等の撤去義務を負うと解す

ることは，不経済と考えられることから，この場合も(2)の規律によるべきであ

る（中間試案第３の３(2)，補足説明１第４段落（１０９頁））。 

ただし，民事調停の前置は，制度の参考とする借地借家法第１７条第１項，第

３項でも採用されておらず，また，前記第３，１の理由中で述べたとおり，解決

の長期化につながるおそれを否定できないため，反対する。 

３ 意見３に関して 

  隣地（囲繞地）に導管等を設置したとしても，導管等は埋設又は架線されるこ

とが通常であり，地上における隣地の使用収益を直接妨げるものではない。 

しかし，所有権は，一定の地上・地下を自由に使用収益できる状態であること

が基本であり，地下であるとはいえ，導管等を設置させることにより，建物や工

作物の基礎に影響を及ぼしたり，池を設置できなかったりなどの制約を受けるこ

とになるので，償金を支払うことは妥当と思われる。 
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ただし，償金の内容については，様々な検討を要する。 

導管等設置工事の際，隣地の使用収益を一定期間妨げ，工事により不測の損害

を与えることに対する補償をすべきとの意見がある。一方，所有権の制限は，工

事の一時的なものに限らないので，土地使用料あるいは導管等使用料を償金に含

めるべきとの意見もある。隣地使用の円滑化の観点から，導管袋地でないケース

で授受されている使用料よりも償金の範囲を限定すべきとの意見もある。 

かかる意見があることを踏まえ，導管等を設置させる土地の所有権制限の程

度，導管等利用者の受ける利益，導管等袋地使用の円滑化等を踏まえ，公平の見

地から，償金の内容については引き続き検討すべきである。 

（3）（注）では，民法第２１３条の規律を参考に，分割によって導管袋地が生

じた場合には償金を無償とするという提案がなされている。 

しかし，単なる通行に関する規律と，土地を掘削し導管等を設置するという重

大な行為を伴う規律とを，同様に論じることはできない。なお，導管等が設置さ

れたことにより，他の土地等所有者が損害を被った場合は，不法行為の規律（民

法第７０９条，第７１７条）により解決すべきと考える。 

 

４ 管理措置請求制度 

相隣関係の規律として，次のような管理不全土地の所有者に対する管理措

置請求制度を設ける。 

(1) 権利の内容 

隣地における崖崩れ，土砂の流出，工作物の倒壊，汚液の漏出又は悪臭

の発生その他の事由により，自己の土地に損害が及び，又は及ぶおそれが

ある場合には，その土地の所有者は，隣地の所有者に，その事由の原因の

除去をさせ，又は予防工事をさせることができる。 

(2) 現に使用されていない土地における特則 

現に使用されていない隣地における(1)に規定する事由により，自己の土

地に損害が及び，又は及ぶおそれがある場合において，次に掲げるとき

は，その土地の所有者は，その事由の原因を除去し，又は予防工事をする

ことができる。除去又は予防工事の方法は，(1)に規定する土地所有者のた

めに必要であり，かつ，隣地のために損害が最も少ないものを選ばなけれ

ばならない。 

ａ 隣地の所有者に対して，その事由の原因の除去又は予防工事をすべき

旨を通知したにもかかわらず，相当の期間内に異議がないとき。 

ｂ 隣地の所有者を知ることができず，又はその所在を知ることができな
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い場合において，その事由の原因の除去又は予防工事をすべき旨の公告

をしたにもかかわらず，相当の期間内に異議がないとき。 

ｃ 急迫の事情があるとき。 

(3) 費用 

【甲案】(1)又は(2)の工事の費用については，隣地所有者の負担とする。

ただし，その事由が天災その他避けることのできない事変によって生

じた場合において，その事変，その工事によって土地の所有者が受け

る利益の程度，(1)の事由の発生に関して土地の所有者に責めに帰すべ

き事由がある場合にはその事由その他の事情を考慮して，隣地所有者

の負担とすることが不相当と認められるときは，隣地所有者は，その

減額を求めることができる。 

【乙案】(1)又は(2)の工事の費用については，土地所有者と隣地所有者が

等しい割合で分担する。ただし，土地所有者又は隣地所有者に責めに

帰すべき事由があるときは，責めに帰すべき者の負担とする。 
（注１）管理措置請求権が認められる要件に関して，基本的には，現行法における土地所有権に基

づく妨害排除請求権又は妨害予防請求権の要件と同程度の所有権侵害が必要であることを前提
としている。 

（注２）土地所有者に認められる管理措置の内容に関して，例えば，隣地の形状又は効用の著しい
変更を伴わないものに限るなど，一定の制限を設けることについて引き続き検討する。 

【意見】 

１ (1) につき，反対しない。 

２ （2）につき，賛成する。 

  ただし，その要件として，物権的請求権の行使要件を指標に限定すべきである。 

３ (3)につき，甲案に賛成する。 

  ただし，文言上は，「減額」ではなく，「減免」とすべきである。 

 

【理由】 

１ 意見１に関して 

管理措置請求権の内容は，理論的には，物権的請求権としての妨害排除請求

権・妨害予防請求権の一内容をなすものと考えられ，これらの権利によっても対

応可能であり（中間試案第３の４(1)，補足説明１第１段落（１１１頁）），その

限りで新たな制度として創設する意義は乏しいと考えるが，解釈上疑義のある不

可抗力による侵害の場合も管理措置請求権の対象に含めるという点において（中

間試案第３の４(1)，補足説明２(3)（１１２頁）），新たに制度を創設する意義が

認められると考えるため，反対はしない。 

２ 意見２について 
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本提案は現に利用されていない隣地から損害が及び又は及ぶおそれがある場合

に債務名義なくして自ら除去又は予防工事を認める制度である。 

地震・風水害等が頻発している今日の日本の状況に鑑みれば，裁判手続等に時

間を要することなく，迅速に被害の予防措置を講じられる制度は必要と考える。

他方で，隣地所有者の権利保護にも相応の配慮が必要であるが，ⅰ隣地所有者の

黙示的承諾が認められるとき，ⅱ隣地所有者が不明な場合とき，及びⅲ急迫の事

情があるときの３つの場合に限定することは合理性があると考える。 

ただし，債務名義なくして自ら除去又は予防工事をできる制度であることか

ら，現行における物権的請求権の要件より緩和することは適切ではなく，その要

件として，物権的請求権の行使要件を指標に限定することが相当である（中間試

案第３の４(2)，補足説明２第２段落（１１６頁））。 

３ 意見３について 

管理措置に要した費用負担に関して，一義的には管理の懈怠等により，かかる

事態を招来した隣地所有者の負担とすべきである。他方で，管理措置請求制度に

は，上記のとおり不可抗力による場合も含むこととなり，また土地所有者がかか

る事態の発生に寄与している場合があることから，当事者の帰責性の程度によ

り，減額請求を認めることは合理性がある（中間試案第３の４(3)，補足説明１

(2)ア第２，第３段落（１１７頁））。よって，甲案に賛成する。 

また，制度の趣旨からして，減額には全額の減額，すなわち免除も含む趣旨で

あると考えられることから，文言上は「減免」とすべきと考える。 

 

第４ 遺産の管理と遺産分割 

１ 遺産共有における遺産の管理 

(1) 遺産共有と共有物の管理行為等 

遺産共有されている遺産の管理に関し，共有物の管理行為，共有物の管

理に関する手続及び共有物を利用する者と他の共有者の関係等（ 第１の１

の(1)，(2)及び(4)）と同様の規律を設ける。 
  （注１）共同相続人は，遺産を管理（使用を含む。）するに際し，善良な管理者の注意ではなく，固

有財産におけるのと同一の注意（自己の財産におけるのと同一の注意）をもってすれば足りると
の考え方もある。 

（注２）遺産共有の場合において，持分の価格の過半数で決する事項については，法定相続分（相続
分の指定があるときは，指定相続分）を基準とする。また，相続分の指定があっても，遺産に属
する個々の財産について対抗要件が具備されていない場合において，当該財産につき，法定相続
分を基準としてその過半数で決定がされ，第三者との間で取引がされたときは，当該第三者は，
相続人等に対し，法定相続分を基準にされた決定が有効であると主張することができる（民法第
８９９条の２参照）。 

【意見】 

第１の１(1)，(2)及び(4)と同じ意見である。 
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【理由】 

現在の判例では，遺産共有は，民法第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されていることから（最判昭和３０年５月３１日民集

第９巻６号７９３頁），基本的には第１の通常共有に関する規律を踏襲するべきで

ある。また，具体的相続分は，実体法上の権利関係ではない点を踏まえると（最判

平成１２年２月２４日民集第５４巻２号５２３頁），基本的には，法定相続分を基準

に持分の価格の過半数で管理行為の是非を決することも相当であるといえる。 

もっとも，遺産共有の場合，遺産分割手続により具体的相続分を確定し，相続人

間の公平を図りつつ，共有を解消する等の特殊性があることを踏まえ，追加的に必

要な手当がないか検討すべきである（この点は次の(2)及び(3)において述べる意見

にも同様に当てはまる点である。）。 

 

(2) 遺産の管理に関する行為についての同意取得の方法 

遺産の管理に関する行為についての同意取得の方法に関し，共有物の管

理に関する行為についての同意取得の方法（第１の１(3)）と同様の規律を

設ける。 

【意見】 

第１の１(3)と同じ意見である。 

 

(3) 相続人が選任する遺産の管理者 

相続人が選任する遺産の管理者に関し，次のような規律を設ける。 

① 相続人は，遺産又は遺産に属する個々の財産に管理者を選任するこ

とができる。 

② ①の管理者の選任は，各相続人の法定相続分（相続分の指定がある

ときは，指定相続分）の価格に従い，その過半数で決するものとす

る。この選任については，遺産の管理に関する行為についての同意取

得の方法と同様の制度を設ける。 
  （注１）管理者が管理する遺産又は遺産に属する個々の財産は，相続人に遺産分割がされる前の財産

であることを前提とする（遺産分割がされたものは，対象とはならない。）。なお，相続債務は，
管理者が管理するものではない。 

（注２）相続分の指定があっても，遺産に属する個々の財産につき，対抗要件が具備されていない場
合において，法定相続分を基準として，管理者が選任され，その管理者が，第三者との間で，当
該特定の財産につき管理に関する行為をしたときは，当該第三者は，相続人等に対し，法定相続
分を基準に選任された管理者の当該行為は有効であると主張することができる（民法第８９９条
の２参照）。 

（注３）管理者の解任については，各相続人の法定相続分（相続分の指定があるときは，指定相続
分）の価格に従い，その過半数で決するものとする。その上で，裁判所に対する解任請求権を認
めることについては，遺産共有の場合に裁判所が必要な処分をすることができるものとすること
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と併せて，検討する。 
（注４）管理者の職務等，管理者の権限等，委任に関する規定の準用等については，共有物の管理者

と同様の規律を設けることを前提とする（ただし，各共有者の持分の価格の過半数で決すること
については，各相続人の法定相続分（相続分の指定があるときは，指定相続分）の価格の過半数
で決することとする。）。 

【意見】 

②において，第１の１(3)③に対応する制度に反対する。その余は賛成する。 

 

【理由】 

賛成する理由は第１の１(5)において述べた内容及び第１(3)③に反対する理由は

当該箇所において述べた内容と同じである。なお，（注１）によれば，遺産の管理者

には，相続債務に関して弁済その他の行為に関する権限がないとされているが，遺

産共有の場合には遺産を構成する積極財産と消極財産が一体的な関係にあり（例：

住宅ローン債務が残存する遺産共有の住宅），債務を対象から外すと制度の実効性

が減殺されるおそれがあるため，この点については引き続き検討すべきである。 

 

２ 遺産分割の期間制限 

遺産分割の合意又は遺産分割手続（遺産分割の調停及び審判をいう。以下

同じ。）の申立てについて期間の制限を設けることの是非については，期間を

経過した場合にどのような効果を生じさせるかについての検討（後記３参

照）を踏まえながら，引き続き検討する。 
（注）遺産分割の合意又は遺産分割手続の申立てをすべき時期についての規律を置かずに， 遺産分割

手続の申立て等がされないまま所定の期間が経過した場合に遺産を合理的に分割することを可
能とするための規律（後記３）のみを設けるとの考え方もある。 

【意見】 

（注）記載の考え方に賛成する。 

 

【理由】 

 相続開始後，一定期間内に，遺産分割の合意又は遺産分割手続の申立てがなされ

ない場合の効果を規定することにより，所有者不明土地問題への対応は可能である

ので，あえて，期間制限のみの規律を設ける必要はない。むしろ，単なる期間制限

の規律のみを設けることで，一般には，それが除斥期間と理解され，当該期間経過

後は遺産分割ができないという誤解を生じかねない懸念がある。 

 

３ 遺産分割手続の申立て等がされないまま長期間が経過した場合に遺産を合

理的に分割する制度 

遺産分割手続の申立て等がされないまま長期間が経過した場合に遺産を合
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理的に分割することを可能とするため，次のような規律を設けることについ

て，引き続き検討する。 

(1) 具体的相続分の主張の制限 

遺産分割の合意がされていない場合において，遺産分割手続の申立て

がないまま相続開始時から１０年を経過したときは，共同相続人は，具

体的相続分の主張（具体的相続分の算定の基礎となる特別受益及び寄与

分等の主張）をすることができない。 
（注）具体的相続分の主張期間については，５年とするとの考え方もある。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文について 

相続開始後１０年間も遺産分割を行っていないという経緯に鑑みると，一般

的には，相続人間において，当該遺産を分割することに関心も必要性もなく，ま

た，特別受益及び寄与分等の主張をする意思も乏しいと考えられる。そうであれ

ば，相続開始時から１０年を経過した場合には，共同相続人において，具体的相

続分の主張をすることができないという規律を設けても，不合理とはいえない。 

ただし，以下の事案は現実の遺産分割においてしばしば見かけられるもので

ある。このような事案に対しても一律に具体的相続分の主張制限を適用するの

が妥当か，一律適用を是とするのであれば，徹底した周知方法をとり，かつ，施

行までに十分な期間を設けなければ，国民に対する不意打ちとなりかねないこ

とに鑑み，本規律の要件及び効果について引き続き検討すべきである。 

 (1) 両親の相続開始後に子らが遺産分割を行う場合 

夫の相続人が妻と子らである場合に，夫の死亡により，直ちに妻と子らが夫

の遺産に関して遺産分割を行うことはせず，妻が生きている間は，妻の従前の

居住環境，生活環境を維持していたときは，妻が亡くなった時点で，子らが，

夫（亡父）及び妻（亡母）の遺産分割を行うこととなる。 

そのような事案では，妻が夫の死後１０年以上生存している場合は少なく

ない。かかる事案について，仮に，遺産分割に１０年の期間制限を設けたとす

ると，亡父の遺産分割をする時点では，既に，同期間が経過しており，本来は，

特別受益，寄与分の主張ができた事案においても，それらの主張ができないこ

ととなる。 

(2) 遺産分割の前提問題に争いがある場合 
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遺産分割の前提問題（相続人の範囲，遺言書の効力又は解釈，遺産分割協議

の効力及び遺産の帰属）について争いがある事案では，最終的に民事訴訟で解

決しなければならないところ，相続開始後，訴訟提起するまでや判決が確定す

るまでに時間を要した場合には，訴訟終了後，遺産分割の合意又は遺産分割手

続の申立ての時点で，相続開始時から１０年が経過している事案がないとはい

えない。その場合にも，本来は主張できた特別受益，寄与分の主張ができない

こととなる。 

２ （注）について 

具体的相続分の主張期間を５年とする考えには反対である。相続開始時点から

５年を経過して遺産分割を行う事案，遺産分割調停又は審判が申立てられる事案

は決して少なくない。したがって，５年の期間制限により具体的相続分の主張が

できないとした場合には，相続人間の実質的公平を損なう可能性が高い。 

 

 (2) 分割方法等 

(1)のとおり具体的相続分の主張をすることに制限を設けることを前提

に，(1)の期間の経過後は，遺産に属する財産の分割は，各相続人の法定

相続分(指定相続分がある場合にあっては，指定相続分。以下同じ。）の

割合に応じて，次の各案のいずれかの手続で行う。 

【甲案】 (1)の期間経過後も，遺産の分割は，遺産分割手続により行

う。ただし，一定の事由があるときは，遺産に属する特定の財産の

分割を，共有物分割（準共有物分割）の手続により行うことができ

る。 

【乙案】 (1)の期間経過後は，遺産の分割は，遺産分割手続ではなく，

遺産に属する特定の財産ごとに共有物分割（準共有物分割）の手続

により行う。 
（注１）相続開始から１０年を経過した場合には，各相続人は，遺産に属する特定の財産（不動産，

動産及び債権等）のそれぞれについて法定相続分(指定相続分がある場合にあっては，指定相続
分）に相当する共有持分（準共有持分）を有していることを前提とする。 

ただし，これとは別に，遺産に属する金銭及び遺産分割手続での分割の対象となっている可分
債権(例えば，預貯金債権)については，相続開始から１０年を経過したときは，遺産分割手続又
は共有物分割（準共有物分割）の手続を経ずに，法定相続分（指定相続分）の割合により当然に
分割されるものとし，各相続人が法定相続分（指定相続分）の割合に応じて金銭(金銭を占有しな
い相続人にあっては，金銭を占有する相続人に対する持分相当額の不当利得返還請求権又は引渡
請求権)や債権を取得するとの考え方がある。 

（注２）相続開始から１０年を経過する前に遺産の一部が分割されていたとしても，（注１）のとお
り，相続開始から１０年を経過した場合には，各相続人は，遺産の分割がされていない遺産に属
する財産について法定相続分(指定相続分がある場合にあっては，指定相続分）に相当する共有持
分（準共有持分）を有し，その財産の分割は，先行する一部分割の結果を考慮せずに，各相続人
がその財産について有する法定相続分（指定相続分）によって分割する。 

（注３）「遺産に属する特定の財産」とは，遺産分割の対象となる積極財産を意味し，被相続人の財産
であっても，遺贈された財産など遺産分割の対象ではない財産や，消極財産は含まれないことを
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前提とする。 
（注４）遺産分割方法の指定は，遺産分割手続の申立てがないまま相続開始から１０年を経過すれ

ば，効力を生じない（ただし，相続開始から１０年を経過する前に，遺産分割方法の指定によっ
て相続人が特定の遺産を取得していた場合は除く。）ことを前提とする。 

（注５）【甲案】は，家庭裁判所が遺産分割の審判において相続分の割合の変更をすることができない
ことを前提としている。 

（注６）【甲案】の「一定の事由」としては，通常の共有と遺産共有（ただし，相続開始から１０年を
経過しているものに限る。）が併存しており，一括して処理をする必要がある場合と，数次相続
（ただし，相続開始からいずれも１０年を経過しているものに限る。） が生じており，一括して
処理をする必要がある場合を念頭に，引き続き検討する。 

【意見】 

１ 仮に具体的相続分の主張制限を設けるのであれば,甲案に賛成する。 

ただし，「ただし書き」部分に関しては，（注６）に記載された場合に限定して，

以下の文言にすべきである。 

「通常の共有と遺産共有（ただし，相続開始時から１０年を経過しているもの

に限る。）が併存している場合又は数次相続（ただし，相続開始時からいずれも１

０年を経過しているものに限る。）が生じており，一括して処理をする必要がある

場合には，遺産に属する特定の財産の分割を，共有物分割（準共有物分割）の手

続により行うことができる。」 

２ (注１)ただし書きの考え方に反対する。 

 

【理由】 

１ 甲案賛成の理由 

甲案は，相続開始時から一定期間経過後の遺産の分割について，具体的相続分

の主張ができないことを除き，家庭裁判所が遺産分割手続で行うものであり，従

前の遺産分割の趣旨（民法第９０６条）が維持され，審判においても，各相続人

の状況及び生活の状況その他一切の事情を考慮した判断がされることとなり，妥

当である。 

これに対して，乙案は，特定の財産ごとに共有物分割（準共有物分割）の手続

により遺産の分割を行うものであり，従前の遺産分割手続とは全く違ったものに

なるので，上記の遺産分割の趣旨は維持されない。そのため，以下の事例のよう

に，本来遺産分割手続であれば保護される相続人の利益が守られなくなるという

不都合が生じる可能性があり，反対である。 

 （事例）遺産のうちＡ不動産（土地建物）に相続人Ｘが居住しており，遺産に

は，他に不動産，預貯金等金融資産がある場合において，仮に，Ｘに代償

金支払能力がない場合であっても，Ｘは，他の遺産を取得しない代わりに，

同人の法定相続分の範囲内でＡ不動産を取得できるという場合がある。し

かし，仮に，Ａ不動産のみの分割を共有物分割手続によって行うとすれば，
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代償金支払能力のない相続人Ｘは全面的価額賠償によりＡ不動産を取得す

ることはできないため，支払能力のある他の相続人が全面的価額賠償によ

りＡ不動産を取得するか又は競売を命じられるという結果になる。その結

果，相続人Ｘは，本来，遺産分割手続では認められるＡ不動産の取得（居

住の利益の確保）ができなくなり，その利益が侵害されるという不都合な

事態が生じる。 

２ 甲案のただし書きについて 

上記１のとおり，遺産分割手続を原則とすべきであり，相続人に不利益をもた

らす可能性のある共有物分割手続は，特に必要な場合に限定的にのみ認められる

べきである。したがって，「一定の事由があるとき」という条件は，文言のみから

はその内実が不明確であり，かつ，拡大解釈される可能性もあるため，（注６）記

載の２つの場合に限定すべきである。 

３ 乙案に反対するその他の理由 

  乙案は，平成３０年改正民法との関係からも賛成することができない。 

(1) 配偶者居住権関係 

被相続人死亡後の配偶者の居住を確保するために新設された配偶者居住権は，

遺産分割によっても取得し得る（民法第１０２８条第１項第１号）。第４の３理

由１(2)でも述べたとおり，現実には，遺産分割の前提問題をめぐる争いなどに

より，長期間，地裁で事件が係属するなどして遺産分割の合意及び遺産分割手

続の申立てがないまま１０年が経過することもあり得る。そうなると，乙案に

よれば，相続開始から１０年経過後は遺産分割手続を利用できないから，配偶

者居住権の成立が否定されることになる。 

(2) 民法第９０６条の２関係 

民法第９０６条の２は，相続開始後，遺産分割前に遺産に属する財産が処分

された場合の遺産の範囲を定める。すなわち，同条第１項は共同相続人全員の

同意があれば，当該処分がされた財産が遺産分割前に遺産として存在するとみ

なすことができる旨を定める（なお，この処分は共同相続人による場合だけで

なく，第三者が処分した場合も含むとされている。）。 

この点，甲案によれば，共同相続人全員の合意があれば，１０年経過後も遺

産分割協議又は遺産分割調停により同法第９０６条の２第１項を適用し得るの

に対し，乙案ではそれが不可能となる。 

４ （注１）について 

ただし書き記載の考え方には，反対である。 

遺産に属する金銭及び可分債権のうち預貯金債権については，判例（最大決平
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成２８年１２月１９日民集７０巻８号２１２１頁）を維持すべきであり，当然分

割にすべきではない。前記１で述べたように，金銭及び預貯金債権は，遺産分割

手続における調整手段として有効であるから，これを当然分割とした場合には，

相続人の状況に応じた柔軟な遺産分割ができなくなる懸念がある。金銭及び預貯

金債権に関しては，現行実務を維持すべきである。 

 

 (3) 遺産共有における所在不明相続人等の不動産の持分の取得等 

(1) のとおり具体的相続分の主張をすることに制限を設けることを前提

に，次のような規律を設ける。 

① (1)の期間を経過した場合において，相続人の一部の所在を知ること

ができないとき（又は相続人の一部を知ることができないとき）は，

他の相続人は，遺産に属する特定の不動産（又は他の財産）について

の当該相続人の持分に関し，所在不明共有者又は不特定共有者の不動

産の共有持分の取得等（第１の２(2)）の方法をとることができる。 

② 遺産共有持分と通常の共有持分が併存している場合において，(1)の

期間を経過したときであって，相続人の一部の所在を知ることができ

ないとき（又は相続人の一部を知ることができないとき）は，通常共

有持分の共有者は，当該相続人の遺産に属する特定の不動産（又は他

の財産）の遺産共有持分に関し，所在不明共有者又は不特定共有者の

不動産の共有持分の取得等（第１の２(2)）の方法をとることができ

る。 
（注）遺産共有持分と通常の共有持分が併存している場合において，(1)の期間を経過したときであ

って，通常共有持分の共有者の所在が不明であるとき（又は通常共有持分の共有者を知ること
ができないとき）は，遺産共有持分の共有者は，当該通常共有持分の共有者の不動産（又は他
の財産）の通常共有持分に関し，所在不明共有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得
等（第１の２(2)）の方法をとることができるとすることも検討する。 

（後注１）相続開始から１０年を経過した場合であっても，民法第９１５条第１項の期間が経過する
までは，相続の放棄をすることができることを前提としている。 

（後注２）相続開始から１０年を経過した後に相続放棄がされ，新たに相続人となった者は，期間内
に遺産分割手続の申立てをしていれば具体的相続分に基づいて得ることができた価額の支払の請
求権を有することとし，民法第９０４条の２を改正して，この支払の請求があった場合には，家
庭裁判所に寄与分を定めることを請求することができるようにするなどの所要の手当てをする方
向で検討する。 

（後注３）本文の相続開始から１０年の期間は除斥期間とするが，（後注２）のほかに，やむを得ない
事由により期間内に遺産分割手続の申立てをすることができなかった者は，期間内に遺産分割手
続の申立てをしていれば具体的相続分に基づいて得ることができた価額の支払の請求権を有する
ことについて，引き続き検討する。 

これに対して，やむを得ない事由により期間内に遺産分割手続の申立てをすることができなか
った者は，その事由が消滅してから一定の期間内に遺産分割手続の申立てをすることができ，そ
の中で，具体的相続分の割合に応じた遺産分割を求めることができるとの考え方もある。 

（後注４）相続の開始から１０年を経過した後は，他の相続人の同意（擬制された同意を含む。）を得
ない限り，遺産分割手続の申立てを取り下げることができないとする方向で検討する。 

（後注５）遺産分割禁止期間の終期は，相続開始から１０年を超えることができないものとすること
についても，検討する。 

（後注６）３(1)から(3)までの案とは別に，具体的相続分の主張制限を設けずに，相続開始後一定期
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間が経過した場合には，遺産に属する不動産の遺産共有関係を共有物の分割の手続や所在不明共
有者又は不特定共有者の不動産の共有持分の取得等により解消する仕組みを設ける考え方があ
る。 

【意見】 

本文①及び②のいずれの場合も，第１の２（2）で乙案（裁判所の関与）を条件と

して賛成する。 

（後注３）に賛成し，（後注６）には反対する。 

 

【理由】  

１ 本文について 

裁判所が関与することにより，制度の濫用を防止し，取得対価の適正さを担保

し，所在不明相続人等の利益を守ることができる。なお，理由の詳細は第１の２

(2)で述べたとおりである。 

２ （後注３）について 

（後注３）については，やむを得ない事由により期間内に遺産分割手続の申立て

をすることができなかった者がいる場合については，その事由が消滅してから一

定期間内の遺産分割手続の申立てをしたときには，具体的相続分に応じた遺産分

割を可能とする方策に賛成である。前記(2)分割方法等において，甲案を採用する

こととした場合において，家庭裁判所がやむを得ない事由の有無について判断す

ることができ，期間制限規定を適用することが不合理な事案については，裁判所

の判断により，適切かつ柔軟な解決が可能となると考えられる。 

３ （後注６）について 

  不動産だけを特別な規律の対象とする根拠が不明であることに加えて，所有者

不明土地問題への対策として土地のみに限定すると，建物の分割問題が残ること

になる。さらには，（後注６）の考え方が，不動産は法定相続分の割合に従って通

常共有となり，その余の遺産に関しては具体的相続分の主張を妨げないという趣

旨であれば，不動産の法定相続分と具体的相続分の精算をどのように行うのか不

明で，遺産の大半が不動産である場合には，残余の遺産では精算ができない事態

が生じ得る。このように，（後注６）の考え方は，遺産分割の趣旨（民法第９０６

条）に反し，相続人の利益を害する可能性を否定できない。 

 

４ 共同相続人による取得時効 

共同相続人が遺産に属する物を占有していたとしても，原則として取得時

効が成立しないことを前提に，例外的に取得時効が認められる場合につい

て，次のような規律を設けることについて，引き続き検討する。 
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① 共同相続人が，相続の開始以後，遺産に属する物を自ら占有した場合に

おいて，その占有の開始の時に，他の共同相続人が存在しないと信ずるに

足りる相当な理由又は他の共同相続人が当該物につき相続人としての権利

を主張しないと信ずるに足りる相当な理由があり，かつ，占有の開始の時

から１０ 年間，平穏に，かつ，公然と遺産に属する物を占有したときは，

当該物の所有権を取得する。ただし，占有の開始後に，当該理由がなくな

ったとき，又は当該物を占有する共同相続人が当該他の共同相続人の相続

人としての権利を承認したときは，この限りでない。 

② 共同相続人が，相続の開始以後，遺産に属する物を自ら占有した場合に

おいて，占有の開始後，他の共同相続人が存在しないと信ずるに足りる相

当な理由又は当該他の共同相続人が当該物につき相続人としての権利を主

張しないと信ずるに足りる相当な理由が生じ，かつ，その理由が生じた時

から１０ 年間，平穏に，かつ，公然と遺産に属する物を占有したときは，

当該物の所有権を取得する。ただし，当該理由が生じた後に，当該理由が

なくなったとき，又は当該物を占有する共同相続人が当該他の共同相続人

の相続人としての権利を承認したときは，この限りでない。 

③ 民法第８８４条に規定する相続回復請求権の存在は，①又は②の規律に

よる所有権の取得を妨げない。 
（注１）所有権以外の財産権（例えば，不動産の賃借権）についても，他の共同相続人が存在しないと

信ずるに足りる相当な理由又は他の共同相続人が当該財産権につき相続人としての権利を主張しな
いと信ずるに足りる相当な理由がある場合において，平穏に，かつ， 公然とこれを行使する者は，
本文①又は②と同様にこれを取得することについても，併せて検討する。 

（注２）通常の共有者が他の共有者の持分を含め物の所有権を時効により取得することについては，基
本的にこれを認めないことを前提に，特段の規定を置かない方向で検討する。 

【意見】 

 本文①ないし③の規律を設けることに反対する。 

 

【理由】 

本文①ないし③の規律は，現行法下での解釈（最高裁判例の解釈を含む。）より

も，取得時効が成立する範囲を拡大するものであると考えられる（なお，本文①

は，判例（最判昭和５４年４月１７日集民１２６号５４１頁）の解釈を明文化する

規律と解する余地もあると思われるが，当該最高裁判例の解釈について定説がない

と思われる状況の下では，この点の疑義は完全には否定できない。）。 

そもそも，取得時効は，共有持分権の喪失という重大な法的効果を生じさせるも

のである。また，取得時効制度には所在不明共有者からの持分取得制度（第１の２

(2)）等のように代償措置は設けられていない。さらに，取得時効の成立範囲を拡
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大する場合，国民に，「遺産分割を行わなくても遺産を構成する土地を長期間占有

すれば，土地所有権が完全に取得できる」というメッセージを発することにもなり

かねない。これは遺産分割の期間制限を設け，遺産分割を促進しようとする政策の

方向性に反する。よって，本文①ないし③のような規律を設けることについては反

対する。 

ただし，現行の実務において，所有者不明土地の権利関係を整理するために，取

得時効制度の活用が模索され，当該制度により，実際に問題が解決された事例も存

在する。この点も踏まえ，現行法の解釈（最高裁判例の解釈を含む。）を明文化す

る方向で引き続き検討することにまで反対するものではない。 

 

第５ 土地所有権の放棄 

１ 土地所有権の放棄を認める制度の創設 

  土地の所有者（自然人に限る。）は，法律で定めるところによりその所有権

を放棄し，土地を所有者のないものとすることができるとする規律を設ける

ことについて，引き続き検討する。 
 （注１）所有者のない不動産は国庫に帰属するとする民法第２３９条第２項により，所有権が放棄され

た土地は最終的に国庫に帰属する。 
（注２）本文とは別に，土地の所有権を放棄することができる主体について，法人も含むとすることも

考えられる。 
（注３）共有地については，共有者全員が共同で放棄しない限り，土地を所有者のないものとすること

はできないとする方向で引き続き検討する。 

【意見】 

土地の所有者が，法律の定めるところによりその所有権を放棄できるとする規律

を設けることについて，賛成する。 

土地の所有権を放棄することができる主体については，法人も含むとする（注２）

に賛成するが，その要件については慎重に検討すべきである。 

 

【理由】 

１ 全般について 

土地を相続した者が，当該土地の所在地近辺に居住していない等の事情により，

土地を適切に管理し続けることが困難となるケースは，人口減少や人の移動など

の社会的背景により今後増加することが予想される。 

そこで，法律で一定の要件を設定した上で，土地の所有者が土地を手放し，当

該土地の管理者となるに適当な公的機関に，所有権を帰属させる仕組みを創設す

ることが必要と考えられる。 

２ 帰属先機関について 
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所有権が放棄された土地の帰属先機関は，我が国の領土を構成する不動産とい

う重要な物を全国的に安全・適切に管理する観点から，民法第２３９条第２項の

規律を維持して，最終的に国庫に帰属するとすることが妥当である。 

その際，所有権放棄される土地を有効・積極的に活用するための具体的な方策

については，当該土地の地元自治体にアイディアがあったり，活用可能性があっ

たりすることが考えられるので，地方公共団体が希望する場合には，地方公共団

体がこれを取得することができる仕組みを設けることが妥当である。 

３ 法人の所有権放棄を認めるか否かについて 

「相続による」所有者不明土地の発生を抑制するという点を強調すれば，所有

権放棄の主体について，自然人に限って所有権放棄を認める方向性となり得る。 

もっとも，所有者不明土地は多様であり，その発生原因は「相続による」もの

に限定されない。 

法人においても，（代表者の死亡時も含め）廃業・倒産等により土地の管理が困

難となるケースが想定し得ることは変わらない。また，個人事業主が法人成りし

たような法人は，土地の管理能力の面では，自然人と大差ないケースも多いと考

えられる。 

しかも，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ような場合は，

持分権を持たない共同所有形態である総有とされ，こうした土地の管理は，認可

地縁団体や生産森林組合の所有として登記されることがあるが，管理継続を希望

せず，またその必要性も存在しない場合には，認可地縁団体や生産森林組合とい

った法人による所有権放棄が相当であり必要となることもあり得る。 

加えて，個人及び法人がともに共有者となっているような土地について，所有

権放棄の余地を認めることも必要と考えられる（法人が共有者に含まれているこ

とによって，個人においても土地所有権の放棄ができない結果となることは相当

でない。）。 

また，後述第５の３(1)「共有持分の放棄」の場面では，自然人に限らず，法人に

も（不動産の）共有持分の放棄が認められると解されるところ，土地所有権の放

棄については自然人に限ることの合理的な説明は困難と考えられる。 

したがって，土地の所有権を放棄することができる主体について，自然人に限

らず，法人も含むとすべきである。 

その上で，法人による土地所有権の放棄が認められる要件については，慎重に

検討される必要がある。 

 

２ 土地所有権の放棄の要件及び手続 
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  土地の所有者は，次に掲げるような要件を全て満たすときは，土地の所有

権を放棄することができるとする規律を設ける。 

① 土地の権利の帰属に争いがなく筆界が特定されていること。 

② 土地について第三者の使用収益権や担保権が設定されておらず，所有者

以外に土地を占有する者がいないこと。 

③ 現状のままで土地を管理することが将来的にも容易な状態であること。 

④ 土地所有者が審査手数料及び土地の管理に係る一定の費用を負担するこ

と。 

⑤ 土地所有者が，相当な努力が払われたと認められる方法により土地の譲

渡等をしようとしてもなお譲渡等をすることができないこと。 
（注１）土地所有権の放棄の要件の有無を国の行政機関（放棄された土地の管理機関とは別の機関とする

ことが想定される。）が事前に審査し，この機関が放棄を認可することにより国庫帰属の効果が発生
するとすることを前提としている。なお，所有権放棄の認可が適正にされるようにするため，審査機
関を放棄された土地の管理機関とは別の機関にすることが考えられるところ，適正な審査が可能とな
るよう，土地所有権の放棄の要件は可能な限り客観的なものとする必要がある。 

（注２）審査機関が土地所有権の放棄を認可しなかったときは，放棄の認可申請をした土地所有者は，不
認可処分の取消しを求める抗告訴訟や行政上の不服申立手段によって救済を求めることになることを
前提にしている。 

（注３）土地所有権の放棄の認可申請を受けた審査機関は，当該土地の所在する地方公共団体と国の担当
部局に対して，所有権放棄の申請がされている土地の情報を通知するものとし， 地方公共団体又は
国がその土地の取得を希望する場合には，放棄の認可申請をした土地所有者と直接交渉して贈与契約
（寄附）を締結することを可能にする方向で検討する。 

（注４）①の「土地の権利の帰属に争いがなく」の具体的内容には，放棄の認可申請者が放棄される土地
の所有者であることが不動産登記簿から明らかであることも含まれることを想定しているが，具体的
にどのような登記がされていれば足りるかについては，引き続き検討する。また，「筆界が特定され
ていること」の認定の在り方についても，認可申請の際に認可申請者が提出すべき資料の在り方を含
めて，引き続き検討する。 

（注５）③の具体的内容としては，例えば，㋐建物や土地の性質に応じた管理を阻害する有体物（工作
物，車両，樹木等）が存在しないこと，㋑崖地等の管理困難な土地ではないこと，㋒土地に埋設物や
土壌汚染がないこと，㋓土地の管理に当たって他者との間の調整や当該土地の管理以外の目的での費
用負担を要しないことなどが想定される。 

（注６）土地所有権を国が取得した後に，審査機関による認可の時点で土地所有権の放棄の要件が充足さ
れていなかったことが判明した場合の規律については，行政行為の取消しに関する一般法理を踏ま
え，引き続き検討する。 

【意見】 

賛成する。 

ただし，土地所有権の放棄の制度を創設した趣旨が実現され，制度が有効に利用・

運用されるように，今後，各要件の詳細な規定の内容（また，例外の有無）及び手

続について更に検討する必要がある。 

例えば，本文①については，国有地又は地方公共団体所有地との筆界が未特定の

場合は放棄を妨げないとする，未特定の筆界を挟む両側の土地について同時に所有

権放棄することは妨げないとする，地籍調査未了地においては筆界特定を要件とし

ないといった例外を設ける余地がある。 

また，本文③及び⑤については，要件の具体的な定め方によっては制度の趣旨を

没却することともなりかねないため，留意を要する。本文③については，例えば，
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土地上に樹木や建物以外の動産がある場合の許容性，埋設物・土壌汚染の調査の程

度，様々な地目の土地の放棄の許容性等につき，検討が必要である。また，災害対

策（のための用地取得）の一手法として，土地所有権の放棄の制度を活用する余地

を残すことも，検討されるべきである。 

  

【理由】 

１ 全般について 

土地所有権が放棄され，土地が国庫に帰属すると，土地の管理コストが国に転

嫁され，最終的には国民負担となる。また，無限定に土地所有権の放棄が認めら

れるならば，所有者が土地を適切に管理しなくなるモラルハザードを生じるおそ

れがある。 

こうしたことから，原則として，いわゆる粗放的な管理手法による管理で足り

る土地を所有権放棄の対象とすることが適当であり，こうした考えを前提とする

本提案は，基本的に妥当である。 

他方で，包括承継主義を採る相続法制にあっては，土地所有者が当該土地から

の受益者とは必ずしもいえず，相続を契機として管理コストの大きな土地の権利

関係に期せずして巻き込まれるという側面もあることから，こうした巻き込まれ

型の土地所有者に過度な土地の管理コストを負わせない配慮も必要である。 

２ 要件の各論について 

 (1) （注５）○イ・補足説明２(2)イ（１５５頁）について 

崖地や法面等の土地は，使用収益する利益がほとんどないことから，数次相

続によって所有者の探索が困難となりやすい上，通常は粗放的に管理されてお

り，類型的にコストが過大な土地ばかりとはいえないことから，一律土地所有

権放棄の対象から除外するのは相当ではない。 

なお，大規模自然災害を原因とするなど，土地所有者に帰責なく，崩落のお

それが顕在化し，災害対策を要するようになった場合などは，国土管理の観点

から別途災害対策の法制で対応することを検討すべきである。 

(2) （注５）㋓・補足説明２(2)エ（１５６頁）について 

補足説明において，鉱泉地，池沼，ため池，墓地，境内地，運河用地，水道

用地，用悪水路，井溝，堤，公衆用道路などの土地について，地域住民等との

間の複雑な利害調整を求められることになるとして，所有権放棄の対象とする

ことに否定的な見解が述べられている。 

この点，現況がこれら地目に該当する土地であっても，常に複雑な利害調整

を求められるとは限らない（紛争性がなく，粗放的な管理手法による管理で足
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りる土地も多くあると考えられる。）。 

また，例えば，同種の地目の国有地・自治体所有地と隣接していて，利用・

管理上，一体を為すようなケースも多くあると考えられる（一例として，公衆

用道路の一部に個人名義（法人名義）の筆が残存しているようなケース。）。 

これら地目の土地が所有者不明化することによる弊害，国・自治体が将来的

に公共工事をしようとした場合の困難も大きいと考えられる。 

したがって，地目によって一律に排除するのではなく，これら地目の分布や

現況の実態把握をした上で，制度趣旨にかなう適切な要件設定を検討する必要

がある。 

(3) 中間試案第５の２⑤・補足説明２(4)（１５７頁）について 

「土地所有者が土地を他に譲渡しようと手を尽くしてもなお引き受け手がい

なかった」との要件は，認定に困難が伴うと考えられ，運用によっては所有権

の放棄の余地を極めて狭めることになるので，具体的な立法・運用について，

慎重に検討される必要がある。 

当該要件との関連で，地域における土地の利活用を図る自治体・各種団体の

施策・活動との連携を図る仕組みなど，本制度を補完する仕組み作りの支援等

も，別途，併行して検討されるべきである。 

(4) （注１）・補足説明３（１５７頁）について 

（注１）では，「所有権の放棄の要件は，可能な限り客観的なものとする必要

がある。」とされている。 

しかしながら，上記意見及び本項(1)～(3)で論じたとおり，まずは土地所有

権放棄の制度趣旨が実現されることに主眼が置かれるべきである。放棄の要件

をなるべく客観的なものとすることが望ましいとしても，要件の定め方によっ

て，間口が狭きに過ぎて，制度趣旨が没却されるような事態は，避けるべきで

ある。 

 

３ 関連する民事法上の諸課題 

 (1) 共有持分の放棄 

民法第２５５条の規律を見直し，共有持分を放棄するためには，他の共

有者の同意を必要とすることについて，引き続き検討する。 
 （注）本文とは別に，共有持分の放棄は認めないこととするとの考え方や，民法第２５５条の共有

持分の放棄の規律を基本的に維持しつつ，不動産の共有持分を放棄するためには，他の共有者の
同意を必要とする規律を設けることとするとの考え方がある。 

【意見】 

民法第２５５条の規律を見直し，不動産の共有持分を放棄するためには，他の共
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有者の同意を必要とすることが妥当であるが，引き続き慎重に検討すべきである。 

不動産以外の財産（動産，債権，契約上の地位など）の共有（準共有）について

も同様とすることについては，引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

不動産の共有持分について，「早い者勝ち」で順次放棄された場合，最後に残った

共有者がコストを負担することになり，先に放棄をした共有者との公平性を害する

結果となることを考慮すると，他の共有者の同意を必要とする規律を導入すること

に合理性が認められる。 

しかし，かかる公平性への考慮については理解を示しつつも，一般的に共有者の

同意を必須とすると実際には放棄をすることができない結果となる可能性が大きい

から，同意を必要的とすることに反対する意見もあり，個別に権利濫用等により制

限することも考えられるので，引き続き慎重に検討すべきである。 

さらに，不動産に限らない共有持分一般について，他の共有者の同意を必要とす

ることは，従来の法理を基本的に変更するものであるから，かかる規律を導入する

ことによる影響等を見極めて，その当否について議論を深める必要がある。 

 

(2) 建物及び動産の所有権放棄 

建物及び動産の所有権放棄の規律は設けない。 

【意見】 

本提案に賛成する。 

 

【理由】 

建物の維持・管理コスト，将来的な老朽化による危険発生や，いつかは解体時期

を迎えること等を考慮すれば，所有権放棄に関して，建物を土地と同様に取り扱う

ことは困難であるから，建物の所有権放棄を認めないことに賛成する。 

なお，相当程度の社会経済的な効用が残存する建物については，有効利用するこ

とが望ましいから，そのような利用可能な建物が存在する土地について，所有権放

棄を望む所有者に対しては，建物の有効利用を可能とするための方策を提案できる

ような制度を検討すべきである。具体的には，地域における土地建物の利活用を図

る自治体・各種団体の施策・活動との連携を図る仕組みなどの創設が考えられる。 

 

(3) 所有権放棄された土地に起因する損害の填補 
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所有権放棄された土地に起因して第三者や国に損害が生じた場合におけ

る， 放棄者の損害賠償責任の規律の要否については，認可の取消しの在り

方と併せて検討する。 

【意見】 

 賛成する。 

損害賠償責任の規律について，認可及びその取消しの具体的な制度の設計に際し

て，併せて検討することが必要である。 

 

第２部 不動産登記法等の見直し 

第６ 相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み 

１ 登記所における他の公的機関からの死亡情報の入手及び活用 

(1) 登記所が他の公的機関から死亡情報を入手する仕組み 

  相続の発生を不動産登記に反映させるための方策を採る前提として，

登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報を取得するた

め，次のような仕組みを設けることについて，引き続き検討する。 

① 所有権の登記名義人は，登記官に対し，自己が所有権の登記名義人

となっている不動産について，氏名，住所及び生年月日等の情報（注

１）を申し出るものとし（注２），当該申出のあった情報のうち氏名及

び住所以外の情報は登記記録上に公示せず，登記所内部において保持

するデータとして扱う。 

② 登記官は，申出のあった情報を検索キーとして，連携先システムに

定期的に照会を行うなどして登記名義人の死亡の事実を把握するもの

とする。 
（注１）連携先システムが戸籍副本データ管理システムである場合にあっては氏名，生年月日，

本籍及び筆頭者氏名の情報の申出を受け，住民基本台帳ネットワークシステムである場合に
あっては氏名，住所及び生年月日の情報の申出を受けることが考えられる。 

（注２）上記の新たな仕組みに係る規定の施行後においては，新たに所有権の登記名義人となる
者は，その登記申請の際に，氏名，住所及び生年月日等の情報の申出を必ず行うものとす
る。当該規定の施行前に既に所有権の登記名義人となっている者については，氏名，住所及
び生年月日等の情報に加え，自己が既に所有権の登記名義人となっている不動産の情報の申
出を任意に行うことができるものとする。 

（注３）不動産の表題部所有者についても同様の仕組みを設けるかどうかについて，引き続き検
討する。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

ただし，本文①について，相続人申告登記(仮称)の導入を前提に，施行後に行う

登記申請において必要な情報を提供するものとし，既存の所有権登記については，

任意による申出がある場合に限るとする，（注２）の考え方に賛成する。 
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なお，法務局が登記事項以外の生年月日等の個人情報を保有することになるため，

当該情報の保管方法や，登記簿の附属書類の閲覧制度の見直しを含む閲覧，開示の

方法等については，個人情報保護に十分に配慮した制度設計がなされるべきである。 

 

【理由】 

１ 本文①について 

本提案は，相続登記の申請義務付けの前提としての制度であるところ（補足説

明１６４頁），相続登記の申請について，義務違反の具体的効果（制裁等）を伴う

登記申請義務（以下，こうした効力規定としての申請義務を「具体的申請義務」

という。）を課すことには反対であるが，中間試案が創設を提案する「法定相続人

の氏名及び住所を記録し，持分を記載しない登記」（中間試案第２部第１の２(3)。

以下「相続人申告登記」という。）の利用等に資するための情報として申し出るこ

とには反対しない。 

また，所有権移転登記の申請に際し，相続人申告登記の促進等を目的として，

新たに所有権登記名義人として登記記録に記入される者が，登記名義人となる者

の氏名，住所及び生年月日等の情報を申し出ることには，登記申請の任意性が保

たれている限り，これに反対するものではない。 

既存の登記についても，登記記録上に記載されている氏名や住所のほかに，生

年月日等の個人情報について登記所に提出することを強制することは，登記申請

時において要求されていなかったプライバシー情報の提供を強制されるべきでは

ないため，（注２）に記載されているとおり，申出は任意とすることが妥当である。 

２ 本文②について 

登記名義人の死亡の事実を把握し，相続人申告登記の促進を図る等の目的のた

めに，登記官が，申出のあった情報を検索キーとして定期的に照会することには

合理性があると考える。 

もっとも，個人情報の取扱いには十分に留意した制度設計とすべきである。 

 

(2) 登記所が死亡情報を不動産登記に反映させるための仕組み 

死亡情報を取得した登記所が相続の発生を不動産登記に反映させるため

の方策として，例えば，登記官は，連携先システムを通じて所有権の登記

名義人が死亡したことが判明したときは，当該登記名義人の最後の住所宛

てに相続登記を促す旨の通知を送付するものとすることや，相続開始の事

実を登記記録上に公示することなどについて，連携先システムの制度趣旨

や個人情報保護の観点に留意しつつ，引き続き検討する。 
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【意見】 

所有権登記名義人が死亡した事実について公示するための手続について引き続き

検討することに賛成する。ただし，制度設計に当たっては，相続人の個人情報の保

護に留意したものとすべきである。 

 

【理由】 

所有権登記名義人が死亡した事実を登記記録上に公示することについては，相続

による所有権移転登記に具体的申請義務を課す方法によるよりも，国民の負担が少

なく，また，その結果として所有者不明土地出現の解消に資するメリットがあり，

合理性のある方策であると考える。 

他方で，自然人の死亡の事実は，一般に，その相続人のプライバシーに深く関わ

る事柄でもあるため，公示制度の創設に当たっては公示内容やその手続について，

引き続き慎重に検討する必要がある。 

 

２ 相続登記の申請の義務付け 

(1) 登記名義人が死亡した場合における登記の申請の義務付け 

  不動産の所有権の登記名義人が死亡し，相続等による所有権の移転が生

じた場合における公法上の登記申請義務について，次のような規律を設け

る。 

① 不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合（②に規定する場合を除

く。）には，当該不動産を相続により取得した相続人は，自己のために相

続の開始があったことを知り，かつ，当該不動産の取得の事実を知った

日から一定の期間内に， 当該不動産についての相続による所有権の移転

の登記（注１）を申請しなければならない（注２）。 

② 不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合において，当該不動産を

特定財産承継遺言により取得した者があるときは，その者は，自己のた

めに相続の開始があったことを知り，かつ，当該不動産の取得の事実を

知った日から一定の期間内に，当該不動産についての相続による所有権

の移転の登記を申請しなければならない（注２）。 

③ 不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合には，当該不動産を遺贈

により取得した相続人は，自己のために相続の開始があったことを知

り，かつ，当該不動産の取得の事実を知った日から一定の期間内に，当

該不動産についての遺贈による所有権の移転の登記を申請しなければな

らない（注２）（注３）。 
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（注１）遺産分割がされた場合には，当該遺産分割の結果を踏まえた相続登記をすることで申請義
務が履行されたこととなる。これに加えて，遺産分割がされる前であっても，法定相続分での
相続登記（民法第９００条（法定相続分）及び第９０１条（代襲相続人の相続分）の規定によ
り算定した相続分に応じてする相続による所有権の移転の登記をいう。以下同じ。）又は相続人
申告登記（仮称）（後記(3)ア参照）をした場合にも，相続による所有権の移転の登記の申請義
務が履行されたものとするものである。ただし，これらの登記による申請義務の履行を認めな
いとの考え方がある。 

（注２）（注１）に記載したように，法定相続分での相続登記や相続人申告登記（仮称）の登記をす
ることで申請義務が履行されたものと扱うこととした場合には，①の場合についての「一定の
期間」は比較的短期間（例えば，【１年】【２年】【３年】）となることが想定される。これに対
し， これらの登記による申請義務の履行を認めないとの考え方もあり，この場合には，「一定
の期間」はより長期間（例えば，【５年】【７年】【１０年】）となるものと考えられる。また，
①の場合と，②及び③の場合とで，この期間を同一の期間とするかどうかについて，引き続き
検討する。 

（注３）相続人が受遺者である遺贈による所有権の移転の登記について，登記権利者（当該受遺
者）が単独で申請することができる旨の規律を設けることについて，後記３(1)参照。 

（注４）不動産の表題部所有者が死亡した場合についても，①から③までに準じた規律を設けるか
どうかについて，引き続き検討する。 

（注５）登記申請義務を創設する規定の施行時に所有権の登記名義人が既に死亡している不動産に
ついての第６の２(1)の規律の適用の在り方については，引き続き検討する。 

【意見】 

１ 本文①から③の相続等による所有権の移転登記に具体的申請義務を課すこと

に反対する。 

申請義務に関する規律を設けるとしても，制裁等の伴わない抽象的な訓示規

定としての登記申請義務や登記申請の努力義務（以下「抽象的申請義務」とい

う。）として，その対象となる登記も相続人申告登記で足りるとすべきである。 

２ 仮に，具体的申請義務を課す規定を設けるとしても，上記１と同様，その対

象となる登記は，相続人申告登記で足りるとすべきである（もちろん，相続人

申告登記を経ずに，法定相続分での相続登記や遺産分割の結果を踏まえた相続

登記を完了すれば，相続人申告登記の申請義務は履行されたことになる。その

意味では，相続人申告登記は必須の前提登記ではないことが前提である。）。そ

の場合であれば，「一定の期間」は比較的短期間（例えば，１年か２年）とする

ことも可能と考える。 

 

【理由】 

１ 相続等による所有権移転登記申請の義務化について 

(1) 申請主義の原則 

登記申請行為は，国家機関である登記所に対して，一定内容の登記をなすべ

きことを要求する手続法上の意思表示であり，その法的性質が公法上の行為で

あることは相違ないが，同時に，権利に関する登記の申請行為は，私法上の権

利又は権利変動に対抗力を与えることを欲する一種の意思活動をも伴うもので

あり，私法行為の性質をも有するものと理解されている（併存説（最判昭和４

６年６月３日民集第２５巻４号４５６頁））。 
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そのため，権利に関する登記申請については，私的自治原則が働き，当事者

の任意による申請主義の原則が採られてきた。 

(2) 相続による所有権移転登記について申請義務を課すべきでない 

(1)のように，権利に関する登記申請については，本来，国家により強制され

るべきではなく，その登記申請の懈怠に対して制裁等をもって強いるような具

体的申請義務を課すことは妥当ではない。 

それゆえ，中間試案のように，相続等による所有権移転登記について，具体

的申請義務を課すことには反対である。 

(3) 相続人申告登記について抽象的申請義務を定めることの許容性 

他方，相続等を原因とする所有権移転登記の未了が，所有者不明土地の大き

な要因になっていることは否めないため（補足説明第２部（前注）・国土交通省

「平成２９年度地籍調査における土地所有等に関する調査」（１６２頁）），国民

に対して，相続による所有権移転登記の申請の必要性を説き，その申請行為を

促すために，相続による所有権移転登記の端緒となる相続人申告登記について，

抽象的申請義務を課すことの必要性は認められるといえる。 

また，他の登記と区別して，相続人申告登記についてのみ抽象的申請義務を

課すことの許容性としては，1)相続の発生原因自体は，私的自治原則が強く支

配するところの法律行為に基づくものではなく，自然人の死亡という「事実」

に基づくものであること，2)相続人申告登記は，所有権登記名義人に相続が発

生した事実及びその法定相続人である蓋然性のある者を公示する報告的な登記

であって，申請主義が強く支配する物権変動自体を公示するものではないこと，

3)登記義務者の協力を要する共同申請によるのではなく，法定相続人による単

独申請によることが可能な簡易な登記であること，4)登記原因の真実性担保の

ために，相続を証する情報として戸籍事項証明書等の公的資料の添付が求めら

れること等が挙げられる。 

そこで，国民の申請意識喚起のためにも，相続人申告登記については，義務

違反の具体的な制裁等を伴わない抽象的申請義務を設けることには反対しない。

まずは，そうした規律を設け，国民の理解や登記申請意識の変化などの動向を

見極めた上で，更に具体的申請義務を設けるか否か，その場合に対象となる登

記の範囲について，今後検討することが得策と考える。 

なお，万一，具体的申請義務が課されることになったとしても，その対象と

なる登記は，上記の理由から，これも相続人申告登記に限るべきである。 

２ 申請義務を課し得ることの根拠の考え方について 

なお，中間試案の補足説明では，相続による所有権移転登記の義務化の根拠と
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して，登記申請の却下事由である「申請に係る登記をすることによって表題部所

有者または登記名義人となる者･･･が権利能力を有しないこと」（不動産登記法第

２５条第１３号，不動産登記令第２０条第２号）を挙げ，登記後に登記名義人た

る自然人が死亡した場合，「権利能力を失った登記名義人」であるがゆえに，その

是正の必要があるとする。 

しかしながら，上記の不動産登記法及び不動産登記令の規定は，登記申請時点

における登記名義人の登記能力として，実体法上の権利能力の有無（権利能力が

なく登記能力が認められていない典型例は，権利能力なき社団である。）を問題に

しているにすぎず，既に適法になされた登記名義人の公示が，上記不動産登記法

令にいう「権利能力を有しない」ものになったとして，「是正」すべき対象になる

との解釈は妥当とはいえない。登記名義人が死亡したからといって，権利能力な

き社団のように，当該登記名義人の登記能力が喪失したとする考えはこれまでも

存在しない。不動産登記は，物権変動の過程を忠実に反映するための公示制度で

あるから，登記申請時に適法として表示された所有権の登記名義人が，死亡とい

う事実の発生によって登記能力を喪失し，遡及的に，その表示が不動産登記法第

２５条第１３号に抵触して不適法な公示となるとする解釈も相当ではない。そも

そも，是正とは，登記申請時において原始的に誤った内容で公示されたものを正

すことをいうと解されているところ，正しく適法に公示された登記名義人が死亡

した場合に，これをもって，後から「是正」の概念に含まれると解すことは，概

念の矛盾であり，妥当でない。それゆえ，不動産登記法上，登記名義人の死亡の

場合に，登記能力の欠缺としての「是正」という手段を設けてこなかったのは，

むしろ当然のことである。 

よって，権利能力者を登記名義人として適法に登記申請がなされた後に，自然

人たる当該登記名義人が死亡した場合は，「是正」と評価されるものではなく，単

に，当該登記名義人とされている不動産に対する所有権の帰属について，登記原

因たる私法上の物権変動が生じたと評価すべきである。それゆえ，これまでも，

相続を原因とする所有権登記名義人の変動については，民法第１７７条の｢物権

の得喪｣として，不動産登記法上，所有権の「移転」(不動産登記法第３条)登記（是

正登記ではなく）に該当するものとして扱われてきたものである。 

したがって，相続を原因とする所有権移転登記に具体的申請義務を課すことの

理由として，中間試案の補足説明が指摘するような，登記申請の却下事由を定め

た不動産登記法第２５条第１３号及び不動産登記令第２０条第２号の規定を根拠

とすることは妥当でないと考える。 

むしろ，申請主義の原則にあって，相続に関する登記の申請についてのみ義務
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化し得る根拠については，前記のように，その登記の申請義務化の必要性を支え

る立法事実の存在や，これを他の登記原因による所有権移転登記等の場合と区別

して申請義務を課すことの許容性の観点から検討されるべきである。 

 

(2) 相続登記の申請義務違反の効果 

(1)の登記申請義務違反の効果として，(1)により登記申請をすべき義務

がある者が正当な理由がないのに所定の期間内にその申請をしなかったと

きは，一定の額の過料に処する旨の規律を設ける。 
（注）過料に関する規律を設けないとの考え方がある。 

【意見】 

本提案に反対する。 

むしろ，登録免許税の軽減などのメリットを与え，これをインセンティブとして

登記申請を促進する方策によるべきである。 

 

【理由】 

１ 義務違反に制裁を科すべきでないこと 

(1) 相続による所有権移転登記について，申請義務を課すことに反対であるから，

その申請義務違反に対して過料の制裁を科す提案にも反対する。 

(2) また，過料も制裁である以上は，国が全ての法定相続人を調べ出して公平に

科すべきであるところ，法務局が，法定相続人の全てについて住所や居所を探

し出して公平に制裁を科すことは事実上困難であるし，そうすると，結局は，

法務局による登記懈怠の第一次的判断としては，相続の登記申請を契機として

なされることになろう。その結果，あえて登記申請義務を履行した当該申請人

たる相続人に対して過料の制裁が発動される可能性が高いが，これは，過料制

裁の在り方として公平を欠く結果となるし，むしろ，登記懈怠をした当事者は，

制裁を免れようとして登記申請を回避するなど，相続登記促進を企図した本来

の目的に逆行する結果となるおそれもある。 

(3) さらに，中間試案第２の２(1)によれば，主観的要件として「自己のために相

続の開始があったことを知り，かつ，当該不動産の取得の事実を知った日」を

申請義務の起算日と定めているが，形式的審査権しかない登記官が第一次的に

でも，主観的要件の具備の有無などの判断は困難である。それゆえ，要件に該

当するか否かについて争いが生じた場合は制裁を発動しないことになりかねな

いが，それでは「公平な制裁発動」にそぐわない状況となりかねない。 

２ インセンティブ付与の方法によるべき 



 

77 
 

むしろ，できる限り国民に負担や混乱を与えない方法により相続登記を促進す

る方法を検討すべきであり，まずは，相続人申告登記について抽象的申請義務を

規定しつつ，他方で国民に登録免許税の減税措置など，相続登記促進のためのメ

リットを与え，それをインセンティブとすることによって，相続に関する登記の

申請促進を図ることが妥当である。 

 

(3) 相続登記申請義務の実効性を確保するための方策 

ア 相続人申告登記（仮称）の創設 

相続登記申請義務の実効性を確保するための方策として，法定相続分

での相続登記とは別に，新たに，死亡した所有権の登記名義人の相続人

が行う登記として， 相続人申告登記（仮称）を創設し，次のような規律

を設ける。 

① 相続人申告登記（仮称）は所有権の登記名義人の法定相続人の申出

に基づいて付記登記（不動産登記法第４条第２項参照）によって行う

ものとし，当該法定相続人の氏名及び住所を登記事項とするが，その

持分は登記事項としない（注１）。 

② 所有権の登記名義人の法定相続人は，登記官に対して，所有権の登

記名義人について相続が開始したこと，及び当該登記名義人の法定相

続人であることを申し出るものとする。この場合においては，申出人

が当該登記名義人の法定相続人の地位にあることを証する情報（注

２）を提供しなければならない。 
（注１）これは相続を原因とする所有権の移転の登記ではなく，報告的な登記として位置付けられる

ものである。 
（注２）法定相続分での相続登記を申請するに当たっては法定相続分の割合を確定するために被相続

人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本が必要となるが，
相続人申告登記（仮称）を申請するに当たっては単に申出人が法定相続人の一人であることが分
かる限度での戸籍謄抄本を提供すれば足りる（例えば，配偶者については現在の戸籍謄抄本のみ
で足り，子については被相続人である親の氏名が記載されている子の現在の戸籍謄抄本のみで足
りることを想定している。）。 

イ 登記申請義務の履行に利益を付与する方策 

所定の期間内に登記申請義務を履行した者に対して利益を付与する方

策について，引き続き検討する。 

【意見】 

１ アについて 

本提案に賛成する。 

２ イについて 

所定の期間内に登記申請義務を履行した者に対して利益を付与する方策につい
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て引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

１ 相続人申告登記（仮称）の創設について 

(1) 相続人申告登記の創設について 

相続人申告登記を設けることは，現行の過渡的な権利関係を公示する登記（法

定相続分での相続登記）が有効に活用されていないことからしても，有益であ

るため，これに賛成する。 

なお，権利変動を公示する相続登記の必須の前提登記とすべきではなく，相

続人申告登記を経ずに法定相続分での相続登記や遺産分割の結果を踏まえた相

続登記をすることも認められる。権利変動の登記がなされれば，相続持分をも

記載された相続人の公示はなされるのであり，前提としての報告的登記である

相続人申告登記をする必要性は認められないからである。 

また，国民の負担軽減のため，登記申請手続の管轄や手続については，でき

る限り，利用しやすい制度とするよう検討すべきである。例えば，最寄りの市

区町村役場にて，被相続人の死亡の届出と同時に登記申請手続が完了できる方

法などを検討すべきであるし，将来的には，市区町村役場への死亡届提出と連

動させて，登記官が職権にて同様の登記をすることができるようなシステムの

構築も検討されるべきである。 

(2) 申請義務の対象としての相続人申告登記 

前記のとおり，相続に関する登記について申請義務が課されるとしても，そ

の性質は抽象的申請義務にとどめ，その対象としては，この相続人申告登記と

すべきである。 

万一，相続に関する何らかの登記について具体的申請義務が課される場合で

あっても，国民の負担軽減の観点から，その対象は相続人申告登記とすべきで

ある。なお，報告的登記である相続人申告登記を経ずに，直接，法定相続分で

の相続登記や遺産分割の結果を踏まえた相続登記がなされた場合には，相続人

申告登記に関する具体的申請義務は履行されたと評価すべきことになる。 

また，相続人申告登記の登録免許税は，その後に続く相続登記の課税負担に

鑑みれば，非課税とするのが妥当である。 

２ 登記申請義務の履行に利益を付与する方策について 

仮に，相続に関する何らかの登記に申請義務が定められた場合であっても，前

記のとおり，義務違反に対して過料の制裁を科すことは妥当ではない。 

それゆえ，むしろ，中間試案の提案するとおり，所定期間内にその登記申請義
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務を履行した者に登録免許税の減免などの利益を与えることによって登記申請の

促進を図るのが妥当であるから，こうしたインセンティブ付与の提案は，積極的

に検討していくべきである。 

 

(4) その他 

今般の不動産登記制度の見直しにより，従前と比べて，不動産登記簿か

ら所有者が判明し，かつ，連絡もつくようになることを前提に，各種の法

制度において不動産所有者の特定を不動産登記の記録に基づいて行うもの

とすることにつき，一律の規定として設けることはしないが，個別の規定

ごとに，当該法制度において生ずる法律上又は事実上の効果が不相当なも

のとなることがないよう十分に留意しつつ，引き続き検討する。 

【意見】 

引き続き検討することについて賛成する。ただし，登記名義人の手続保障に悖

るような制度設計とならないように，慎重に検討されるべきである。 

 

【理由】 

  登記記録上の登記名義人の氏名，住所に宛てて通知を発することのみによって，

実質的な手続保障を満たすとするような制度については，登記名義人の手続保障

の在り方として十分か否かにつき引き続き慎重に検討する必要がある。 

 

３ 相続等に関する登記手続の簡略化 

(1) 遺贈による所有権の移転の登記手続の簡略化 

相続人が受遺者である遺贈による所有権の移転の登記手続を簡略化する

ため，共同申請主義（不動産登記法第６０条）の例外として，次のような

規律を設けることについて，引き続き検討する。 

相続人が受遺者である遺贈による所有権の移転の登記は，登記権利者が

単独で申請することができる。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

ただし，「遺贈」を登記原因とする登記申請の形態に共同申請と単独申請が混在

することは，国民にも分かりにくく，妥当でないため，相続人が受遺者である遺

贈による所有権の移転登記の登記原因については「相続人への遺贈」と表記する

など，共同申請の方法によるべき登記原因である「遺贈」の場合と区別する運用

なども検討すべきである。 
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【理由】 

１ 遺贈による所有権移転登記手続の簡略化について 

特定財産承継遺言による所有権移転登記が，「相続」を原因とするものとして，

相続人である受遺者の単独申請（不動産登記法第６３条第２項）によることが認

められていることからすれば，相続人に対して遺贈がなされた場合の所有権移転

登記についても，単独申請を認めることに合理性は認められる。それゆえ，引き

続き検討することに賛成する。 

２ 簡略化に当たって検討すべき事項 

ただし，下記の点については，簡略化に当たり併せて検討すべきである。 

(1) 遺贈を証する情報（登記原因証明情報）について 

ア 遺贈による所有権移転登記が共同申請とされてきた根拠 

遺贈を原因とする所有権移転登記は，相続を原因とする登記とは異なり，

不動産登記法第６３条第２項の類推適用などはなされず，原則どおり，共同

申請によるものとされてきた。この場合，受遺者が登記権利者，亡登記名義

人である遺贈者の相続人全員（一般承継人による登記，不動産登記法第６２

条）が登記義務者となって申請することになる。 

このように，遺贈を原因とする所有権移転登記が，相続を原因とする場合

と異なり共同申請によることとされてきたのは，遺贈という登記原因を証す

る情報は一般に私署証書に過ぎないため，登記原因の真実性担保としては脆

弱であるし，他方で，手続上の登記義務者に当たる者（遺言者の義務を承継

する遺言執行者若しくは相続人）も現存しているため，共同申請も可能だか

らである。 

イ 単独申請を認めるに当たっての検討事項 

特に自筆証書遺言については，その有効性（偽造の場合や，遺言能力の争

いなど）をめぐる紛争も多く，遺贈を原因とする所有権移転登記において共

同申請を要求することは，その登記原因の真実性の一定の担保となっていた

ことも事実である。 

とすれば，相続人が受遺者である遺贈による所有権移転登記の場合にも新

たに単独申請を許容するに当たっては，従来の共同申請によらなくとも登記

原因の真実性を担保し得るに値する公的な資料を登記原因証明情報として提

供させるべきか否かについて，慎重に検討すべきである  

例えば，遺言を証する情報としては，公証人の関与する公正証書遺言や秘

密証書遺言，裁判所が関与する危急時遺言，自筆証書遺言については法務局
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における遺言書の保管等に関する法律に基づいて保管されていた遺言に限定

すべきか，仮に，法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づいて保

管されていた遺言でない自筆証書遺言の場合にも対象とする場合であっても，

遺言書の検認を必須とするほか，遺言書になされた遺言者の押印に係る印影

が実印の場合に限ることを不動産登記令等に明記（あるいは法務省民事局長

の通達等に明記）すべきか等である。 

  (2) 相続人に対する遺贈の登記原因を「相続人への遺贈」等として単なる「遺

贈」と区別することについて 

    相続人に対する遺贈については，第三者に対する遺贈と区別して単独申請

を認めると，同じく「遺贈」を登記原因とする登記の中に，その申請の形態

に共同申請と単独申請が混在する結果となり，国民に分かりにくいし，整合

性の欠けることとなる。 

そこで，例えば，相続人が受遺者である遺贈については，その登記原因を

「相続人への遺贈」等と表記し，不動産登記法第６３条等においても，相続

人が受遺者である遺贈による所有権移転登記については単独申請認めること

を明文で新設することについて検討してはどうか。 

 

(2) 法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化 

法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続を簡略化するた

め，共同申請主義の例外として，次のような規律を設ける。 

法定相続分での相続登記がされている場合において，次に掲げる登記を

するときは，更正の登記によるものとした上で，登記権利者が単独で申請

することができる。 

① 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する

登記 

② 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記 

③ 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記 

④ 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記 
（注１）法定相続分での相続登記がされている場合において，受遺者が行う相続人以外の第三者に

対する遺贈による所有権の取得に関する登記は，共同申請により行うという現行の規律を維持
する。 

（注２）ただし，③及び④の登記については，登記官は，登記義務者に対し，当該登記の申請があ
った旨を通知するとの考え方がある。 

【意見】 

１ 本文①に賛成する。 

なお，この場合の更正登記の原因は，補足説明にあるとおり「年月日遺産分割」
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とすべきである。 

２ 本文②に賛成する。 

３ 本文③及び④について，基本的な方向性については賛成するが，公的機関の関

与が一切ない自筆証書遺言を登記原因証明情報とする場合は除外する等の取扱

いについて検討すべきである。 

加えて，（注２）にあるように，登記名義人である受遺者以外の相続人の手続保

障の観点から，最低限，登記義務者に対し，当該申請があった旨の事前通知を必

要とすべきである。 

 

【理由】 

１ 法定相続分での相続登記がなされた場合の登記手続の簡略化について 

(1) 本文①，②及び③の登記について 

現状においても，法定相続分での相続登記を経ないでする遺産分割を踏まえ

た相続による所有権移転登記に際し，戸籍事項証明書等のほか，本文①につい

ては遺産分割協議書（全相続人の実印の押印されたもので，印鑑証明書も添え

たもの），遺産分割調停調書又は遺産分割審判書，本文②については相続放棄申

述受理証明書，本文③については相続させる旨の記載のある遺言書（自筆証書

遺言については，遺贈者の実印の押印のある遺言書と遺贈者の印鑑証明書の提

供が必要）をそれぞれ添付書類として提供することにより，単独申請が認めら

れているため，法定相続分での相続登記が経られた場合においても，これらの

更正登記の申請を単独申請とすることに合理性は認められる。 

(2) 本文③及び④の登記について 

一旦は法定相続分による相続登記がなされたのであり，当該相続登記は，当

該登記の申請人にとって保全的な意味合いもあり得るところであるから，相続

人による単独申請を認めるに当たっては，登記原因の真実性を担保することが

必要である。 

そこで，例えば，遺言を証する情報としては，公証人の関与する公正証書遺

言や秘密証書遺言，裁判所が関与する危急時遺言，自筆証書遺言については法

務局における遺言書の保管等に関する法律に基づいて保管されていた遺言に限

定することとし，公的機関の関与が一切ない自筆証書遺言を登記原因証明情報

とする場合は除くとする取扱いとすることを検討すべきである。 

２ 登記義務者への通知について 

本文③及び④については，これまでのような法定相続人である登記名義人全員

が登記義務者として関与する共同申請によらずに，受遺者の単独申請によること
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を認めたことの代替手続として，登記上の不利益を被る登記名義人たる法定相続

人全員に対し，一定の手続保障を与えるべく，登記申請があった旨の通知を義務

化すべきである。 

登記の真正を担保する必要性や持分を失う登記義務者の意思確認の必要性があ

るし，単独申請を可能とすると紛争が生じるケースも想定されるからである。 

また，このような通知義務を課さないと，登録免許税を負担してまで法定相続

分での相続登記を誠実に実行し，登記記録上の名義人たる地位を取得した他の相

続人らにとって不意打ちであるし，そのようなことが認められると，法定相続分

での相続登記の促進を阻害する結果にもなりかねないからである。 

３ 更正登記の登記原因について 

本文①の更正登記の登記原因については，「錯誤」ではなく，遺産分割手続によ

る更正登記であることを明らかにするために「年月日遺産分割」と記載すべきで

ある。 

なお，本文②ないし④については，法定相続分による相続登記の記載に，登記

の当初より誤りがあったと認められるので，通常の更正登記原因である「錯誤」

や「遺漏」とすることで差し支えないと考える。 

 

４ 所有不動産目録証明制度（仮称）の創設 

相続人による相続登記の申請を促進する観点も踏まえ，所有不動産目録証

明制度（仮称）として，次のような規律を設ける。 

① 何人も，登記官に対し，手数料を納付して，自己が現在の所有権の登記

名義人である不動産の目録を法務省令に定めるところにより証明した書面

（以下「所有不動産目録証明書」（仮称）という。）の交付を請求すること

ができる。 

② 所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があった場合におい

て，相続人その他の一般承継人は，登記官に対し，手数料を納付して，当

該所有権の登記名義人が現在の所有権の登記名義人である所有不動産目録

証明書（仮称）の交付を請求することができる。 
（注１）ただし，現在の登記記録に記録されている所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所は

過去の一定時点のものであり，必ずしもその情報が更新されているものではないことなどか
ら，請求された登記名義人の氏名又は名称及び住所等の情報に基づいてシステム検索を行った
結果を証明する所有不動産目録証明制度（仮称）は，飽くまでこれらの情報に一致したものを
目録の形式で証明するものであり，不動産の網羅性等に関しては技術的な限界があることが前
提である。 

（注２）①の規律を設けた場合には，登記名義人が第三者から所有不動産目録証明書(仮称)の提出
を求められるとの事態が生ずるが，この可能性を踏まえた何らかの規律の要否については，引
き続き検討する。 

（注３）不動産の表題部所有者についても同様の規律を設けるかどうかについて，引き続き検討す
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る。 

【意見】 

本提案に賛成する。 

ただし，証明書の交付に当たっては所有名義人本人であることの確認方法などは，

プライバシー等に留意した制度設計とすべきである。 

 

【理由】 

相続登記申請の促進のためにも必要な制度と考える。 

また，登記名義人自身が自己の所有不動産の一覧を求めることには問題がなく，

むしろ，自己の不動産に関する情報を知る権利にも資するものである。 

もっとも，当該所有不動産目録証明書は，個人が所有する財産や個人が負ってい

る債務等の財産状況が明らかになるものであり，登記名義人やその相続人以外の第

三者において登記名義人の財産状況等を把握することが可能となるため，登記名義

人のプライバシーへの配慮等に十分に留意した制度設計とすべきである。 

また，２０２０年（令和２年）４月１日から施行される改正民事執行法において

は，債務名義のある債権者に限り，同法に定める要件と手続の下で，登記所から一

括して債務者が所有権登記名義人となっている不動産に関する情報を引き出せるこ

ととなった関係上（改正民事執行法第２０５条第１項），当該制度利用の資格を有し

ない一般債権者等が，その立場を利用して，債務者に対し，同人が所有登記名義人

となっている不動産の情報を要求するような事態を防止する規律や運用準則を設け

る必要がある。 

 

第７ 登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み 

１ 氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け 

氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請に関し，次のような規律を設け

ることについて，引き続き検討する。 

不動産の所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更が

生じた場合には，当該登記名義人は，一定の期間内に，氏名若しくは名称又

は住所の変更の登記を申請しなければならない。 
（注１）この義務がある者が正当な理由がないのに一定の期間内にその申請をしなかったときに過料の制

裁を設けるかどうかについては，これを設けるとの考え方と設けないとの考え方がある。 
（注２）不動産の表題部所有者についても同様の規律を設けるかどうかについて，引き続き検討する。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

ただし，義務違反に制裁規定は設けないこととし，また，正当理由がある場合は
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義務を除外する旨を定めるべきである。 

 

【理由】 

登記名義人の表示変更登記については，権利変動に関する登記ではなく，また，

性質上，登記名義人の単独の申請が認められるから，これに対して一定の登記申請

義務を課して，登記名義人の正しい内容を公示することになり合理性がある。 

もっとも，氏名の変更は，身分関係上の移動による変更など，自然人のプライバ

シーに密接な情報もあるため，正当理由がある場合には申請義務の対象者から除外

するなどの手当も必要と考える。 

また，登記名義人の表示変更登記の懈怠に対して，過料の制裁を科すことは，国

民の登記申請手続履行に係る負担，一般に権利変動に関する登記自体に申請義務が

課されていないこととのバランス，登記名義人表示変更登記の軽微性に比して義務

違反に対する制裁の効果が大きいこと等から妥当ではなく反対する。 

まずは，制裁のない抽象的申請義務の規定として創設することが相当と考える。 

 

２ 登記所が他の公的機関から氏名又は名称及び住所の変更情報を入手し，不

動産登記に反映させるための仕組み 

不動産登記所が住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記の

システムから所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の変更の情報を取

得し，これを不動産登記に反映させるため，次のような仕組みを設けること

について，特に登記名義人が自然人である場合については個人情報保護の観

点や住民基本台帳制度の趣旨等にも留意しつつ，引き続き検討する。 

(1) 登記名義人が自然人である場合 

① 所有権の登記名義人は，登記官に対し，自己が所有権の登記名義人と

なっている不動産について，氏名，住所及び生年月日の情報を申し出る

ものとし（注１）， 当該申出のあった情報のうち，生年月日の情報は登

記記録上に公示せず，登記所内部において保持するデータとして扱う。 

② 登記官は，定期的に，上記①で申出のあった情報に基づいて住民基本

台帳ネットワークシステムに照会を行い，当該登記名義人の氏名及び住

所の情報の提供を受けることができるものとする。 

③ 登記官は，住民基本台帳ネットワークシステムを通じて得た氏名及び

住所の情報が登記記録に記録された情報と異なることが判明した場合に

は，当該登記名義人に対して変更後の情報に基づき氏名又は住所の変更

の登記を行うことについて確認をとるなどした上で，氏名又は住所の変
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更の登記を行う。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

ただし，本文(1)①について，新たな申請に基づき所有権の登記名義人となる者の

申出は，前提としての登記申請を任意のものとすべきであり，また，既存の所有権

の登記名義人の申出は，その申出自体を任意のものとすべきである。 

 

(2) 登記名義人が法人である場合 

① 所有権の登記名義人が会社法人等番号（商業登記法第７条に規定する

会社法人等番号をいう。）を有する法人であるときは，当該法人の会社法

人等番号を新たな登記事項として公示する（注２）。 

② 登記官は，商業・法人登記のシステムから法人の名称又は住所の情報

の変更があったことの通知を受けた場合には，変更された情報に基づ

き，名称又は住所の変更の登記を職権で行うことができるものとする。 
（注１）上記の新たな仕組みに係る規定の施行後においては，新たに所有権の登記名義人となる者は，そ

の登記申請の際に，氏名，住所及び生年月日の情報の申出を必ず行うものとする。当該規定の施行前
に既に所有権の登記名義人となっている者については，氏名，住所及び生年月日の情報に加え，自己
が所有権の登記名義人となっている不動産の情報の申出を任意に行うことができるものとする。 

（注２）上記の新たな仕組みに係る規定の施行後においては，新たに所有権の登記名義人となる者は，そ
の登記申請の際に，会社法人等番号を必ず申請情報として提供するものとする。当該規定の施行前に
既に所有権の登記名義人となっている者については，会社法人等番号に加え， 自己が所有権の登記
名義人となっている不動産の情報の申出を任意に行うことができるものとする。 

（注３）不動産の表題部所有者についても同様の仕組みを設けるかどうかについて，引き続き検討する。 

【意見】 

本提案に賛成する。 

 

【理由】 

法人については，商業登記において，既に会社法人等番号が公示されており，ま

た，現状について正しい公示を実現するという観点からも，本提案は妥当である。 

 

３ 被害者保護のための住所情報の公開の見直し 

登記名義人等の住所が明らかとなることにより当該登記名義人等に対して

加害行為がされるおそれがあるものとして法務省令で定める場合には，当該

登記名義人等の申出により，その住所を公開しないことができるとする規律

を設ける。 

【意見】  

本提案に賛成する。 

ただし，所有権登記名義人の所在は，原則として確認できることが取引等のため
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にも望ましいため，「加害行為がなされるおそれがあるもの」の範囲については，加

害行為による被害者保護の観点と円滑な不動産取引の保護の観点から双方の利益を

適切に調整して，合理的な内容とするように，引き続き検討する必要がある。 

 

【理由】 

１ 該当要件と運用指針の検討 

登記名義人等の身体等の保護を目的とするものであり，合理性のある制度であ

る。 

なお，本提案では「加害行為がなされるおそれ」を要件とするが，ストーカー

行為等の規制等に関する法律の対象である「つきまとい行為等」など，加害行為

に至らない迷惑行為をも対象とすべきニーズもあり得るところである。他方で，

その対象を広げると，円滑な不動産取引を阻害する可能性もあるし，加害行為の

被害者であることを公示することにもなりかねない。したがって，当該要件の該

当範囲については，更なる検討が必要である。 

また，補足説明に記載のあるもののほか，ＤＶ被害者等の保護の手段として，

1)登記簿の附属書類にＤＶ被害者等の現住所の記載のある住民票の写し等が綴ら

れている場合や現住所情報を一定の要件で開示する制度等を設ける場合には，加

害行為者による閲覧・開示制限を確実にする運用をも併せて設けること，2)非公

開措置の漏れを防ぐために，新たな申請に係る登記にあっては，登記記録公開の

前に新たに登記名義人となるＤＶ被害者等に，公開前記録の確認手続の制度やそ

の運用指針を設けるなどの措置も検討すべきである。 

２ 「現住所を非公開とする方法」について 

住所に代わる連絡先としては，法務局等の公的施設を表記する方法（補足説明

２０１頁）は妥当であるが，さらに，現住所の前の住所など，それが公開されて

もＤＶ被害者等の不利益が生じず，かつ，登記名義人を特定するに足る住所とす

る方法もあり得る。 

他方，補足説明が想定するＤＶ被害者等の親族や知人の住所については，被害

者と密な関係にある者の住所であり，これが公示されることによって加害者が被

害者の所在を知る端緒となったり，場合によっては，加害行為の対象がＤＶ被害

者等と一定の関係にある当該親族や知人に向けられる危険なども想定されるとこ

ろであるため，こうした点にも十分に配慮した制度設計がなされるべきである。 

３ 「非公開の期間」について 

ＤＶ被害者等の保護の観点から，また，ＤＶ被害等について「要件が失われた」

との判断は容易ではないことから，被害者本人から非公開の措置を取り下げる旨



 

88 
 

の申出がない限りは，非公開とすべきである。 

４ 「前住所通知の要件」について 

ＤＶ被害者等の保護の観点から，不動産登記法第２３条第２項の前住所通知の

例外措置を設けることは妥当である。 

 

第８ 相続以外の登記原因による所有権の移転の登記の申請の義務付け 

不動産について第６の２(1)の①から③までの場合以外の原因による所有権の

移転が生じた場合に，その当事者に対し，必要となる登記の申請を公法上義務

付ける規律は，設けない（注）。 
（注）第６の２(1)の①から③までの場合以外の原因による所有権の移転が生じた場合に，その当事者

は，正当な理由がある場合を除き，遅滞なく，必要な登記を申請するよう努めなければならないとする
規律を設けるとの別案がある。 

【意見】 

本提案に賛成する。 

 

【理由】 

１ 本文について 

これまで，実体法上の私的自治原則を尊重し，権利に関する登記申請は義務付

けられてこなかったことに加え，立法事実としても，不動産登記簿等では所有者

等の所在が確認できない土地のうち，売買・交換等による所有権移転の登記がな

されていないものの割合は１．０％に過ぎず（補足説明第２部（前注）・国土交通

省「平成２９年度地籍調査における土地所有等に関する調査」（１６２頁）），それ

ゆえ，相続以外の原因による所有権移転登記が生じた場合について，あえて登記

申請を公法上義務付けることの必要性は高くないこと等から本提案に賛成する。 

２ （注）の別案（努力規定の創設）について 

(1) 積極的意見 

（注）の別案のような登記申請の努力義務を設けることについては，物権変

動の過程と現状を速やかに公示にも反映することによって，不動産取引の安全

等の国民の利益にかなうこと，相続を原因とする所有権移転登記が義務化され

る場合，これと他の原因による所有権移転登記で区別する理由がないこと，登

記申請の努力義務を課すことにより，所有権移転登記が促進され，結果として

所有者不明土地問題の解消に寄与する可能性があること等の観点から，抽象的

な努力義務に限定した上で，これに賛成する意見もある。 

(2) 消極的意見 

他方で，相続以外の原因による所有権移転登記一般について，こうした登記
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申請の努力義務規定を置くこと自体について慎重な意見や消極的な意見もある。 

まず，中間試案「別案について」の冒頭説明では，土地所有者の土地の適切

な利用管理に関する責務に「所有者が不動産登記を適時に行う責務」を当然に

含むかのような記載があるが，そもそも権利に関する登記の申請に係る責務が，

「不動産の適切な利用・権利に関する責務」に当然に含まれるというべきかに

ついては議論の余地がある。 

また，伝統的に，権利に関する登記については，当事者による申請主義の下，

国家に対する「申請権」として観念され，「申請義務」は原則として課されてこ

なかったが，これは，前記のとおり，権利に関する登記の申請行為は，公法行

為との性質のみならず，私的自治の支配する私法行為としての性質も併存する

ところ，近代における自由主義の原則の下，実体法上の物権変動に関する登記

の得喪については，それが当事者にとって利益であろうとも，「国家から強制さ

れない」という当事者自治の原則が登記申請の場面においても強く働いていた

からである。これは，日本の登記法は，不動産物権変動の実体法・手続法が仮

装訴訟から発展した歴史をもつドイツの不動産登記法を継受し，日本において

も，かつて登記申請は非訟事件として区裁判所管轄であったため，当事者によ

る登記の申請は，民事訴訟における訴状の提出と同等に考えられていたことに

よる。さらには，登記義務者が協力しない場合には，訴訟による解決をせざる

を得ないが，訴訟において敗訴すれば，事実上，原告は実体法上の登記請求権

を失う処分をしたことになってしまうのであり，それゆえ，民事訴訟において

も，こうしたリスクを取るかどうか，すなわち，訴えを提起するかどうかは処

分権主義の下，全面的に当事者の意思に委ねられている。こうした点からも，

抽象的にも登記義務を課すような規律を設けることは私的自治への過度の介入

といえる。 

なお，仮に相続に関する登記が義務化されたとしても，相続の発生原因は「事

実」に基づくものであって，私的自治原則が強く支配する原因ではないし，性

質上，単独申請が認められているものであるのに対し，売買や贈与といった相

続以外の典型的な所有権移転の登記原因は，契約当事者の意思を重要な要素と

する法律行為に基づくものであって私的自治原則の最も妥当する登記原因であ

り，登記義務者の協力を得てする共同申請とされているのであるから，相続登

記と区別することに合理性は認められるといえる。 

さらに，たとえ抽象的な努力義務規定であったとしても，国家が国民に対し

て私法行為としての性質を併有する登記申請行為を義務付ける趣旨の規律を設

けることは，実体法においては，民法第９４条第２項類推適用における第三者
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の主観的要件の解釈，登記申請代理を基本代理権とする表見代理の成否，登記

留保特約の有効性や中間省略登記の許容要件等，訴訟手続上においては登記の

推定力についての伝統的見解に変容をもたらす可能性もある。また，権利に関

する登記と異なり，表示に関する登記のうちで申請義務が課されている報告的

登記については，登録免許税が課されないなど，課税上の配慮もなされている

点についても留意すべきである。 

このように，明確なる立法事実が存しないにもかかわらず，権利に関する登

記一般について，この度の改正において，あえて登記申請に努力義務を課す規

律を設ける必要性について疑問の余地なしとはいえず，仮に規律を設けるとし

ても，これまで，自由主義原則の下において，国家から何らの強制もされなか

ったことの意義，実体法の解釈や訴訟上の運用に対する影響力，国民の課税負

担への配慮の要否なども十分に検討する必要があり，消極的な意見は，こうし

た点に対する更なる検討を求めるものである。 

(3) 結論 

以上のとおり，本提案に賛成する。不動産登記法に別案のような規律を設け

ることについては，消極的（慎重含む）意見が強いものの，積極的意見もある

ことから，引き続き検討することに反対しない。 

 

第９ 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化 

１ 登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化 

不動産登記法第７０条第１項及び第２項に関し，登記された存続期間の満

了している権利（注１）に関する登記又は買戻しの期間を経過している買戻

しの特約の登記については，相当な調査が行われたと認められるものとして

法務省令で定める方法により調査を行ってもなお登記義務者の所在が知れな

いため登記義務者と共同してこれらの権利に関する登記の抹消を申請するこ

とができないときは，公示催告及び除権決定の手続を経ることにより，登記

権利者が単独で登記の抹消を申請することができるとすることについて，引

き続き検討する。 
（注１）地上権，永小作権，賃借権及び採石権がある。このほか，存続期間の定めが登記事項とされてい

るものとしては，質権及び配偶者居住権があり，これらについても同様の方策を講ずることも検討課
題となり得る。 

（注２）買戻しの特約の登記に関しては，民法第５８０条第１項の規定する買戻しの期間を経過したとき
は，登記権利者は単独で当該登記の抹消を申請することができるとの規律を設けるとの別案がある。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 



 

91 
 

ただし，検討に当たっては，登記名義人である各権利者の利益に配慮した要件と

手続を設けるべきである。  

 

【理由】 

１ 総論 

不動産に登記された存続期間が満了した権利に関する登記が存在し，それによ

って不動産の円滑な取引を阻害されるなどの弊害もあるところであり，不動産登

記法第７０条第１項及び第２項の活用を促進するための改正を検討することには

合理性があり賛成である。 

もっとも，不動産登記法第７０条第１項及び第２項は，同条第３項と異なり，

債権額の供託も不要である上，公示催告及び除権決定という訴訟手続に比べれば

相当簡易な手続によって，権利の登記を単独で抹消することを認める手続である

から，これら権利の登記名義人である権利者の利益保護に十分に配慮した制度と

すべきである。 

この点，中間試案の「相当な調査が行われたと認められるもの」との要件は緩

やかに過ぎる感は否めず，また，補足説明における具体的な「調査方法」や「調

査を行ってもなお登記義務者の所在が知れないこと」の証明方法も簡易に過ぎる

と思われる。 

また，地上権，永小作権，賃借権及び採石権等と買戻し特約の登記とでは，そ

の性質が異なるため，両者を一体として規律することに問題がないかについても，

引き続き慎重な検討を要する。 

２ 地上権，永小作権，賃借権及び採石権等について 

(1) 「相当な調査が行われたと認められる」との要件について 

これらの権利は，実体法上は存続期間の更新により当該権利が存続していた

としても，更新された存続期間の登記がなされていない以上，第三者に対して

対抗することができないと解されるが，他方で，これらの権利については，登

記記録上の存続期間が満了していたとしても，実体法上，存続期間の更新があ

り得るところであり，土地所有者に変更がない限り，その更新の結果を登記に

反映していなくとも，当該土地所有者と用益権者との間では何ら問題は生じて

いないはずである。 

また，特に，建物所有を目的とした地上権や，賃借権などは，多くは，自然

人にとっての生活の拠点，法人にとっての営業活動の拠点に関わる重要な用益

権であることが多く，誤って当該権利に関する登記が抹消された場合の登記名

義人たる権利者の被る被害も甚大となる可能性は否めない。 
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しかも，本来，共同申請であるべき抹消登記を単独で申請する場合には，登

記義務者の手続保障の観点から，不動産登記法第６３条第１項によって，確定

判決による登記義務者の登記申請意思の擬制（民事執行法第１７７条）が必要

とされているのであるから，更にその例外としての簡易な単独抹消の手続を定

めるのであれば，真の権利者の手続保障のために，単独抹消を許容するにふさ

わしい要件と手続を定めるべきである。 

それゆえ，「相当な調査が行われたと認められる」との要件については，権利

者の手続保障の観点から，若干緩やかに過ぎる感も否めず，不動産取引の円滑

化と権利者の利益保護の調査の観点から，更に適切な要件がないか，引き続き

検討すべきである。 

(2) 所在不明の証明方法について 

また，補足説明においては，自然人である登記義務者の所在の調査方法とし

て，登記記録上の登記義務者の住所の住民票の登録の有無，戸籍や戸籍の附票

の有無，その相続人の住民票や戸籍等の有無の確認で足り，「調査を行ってもな

お登記義務者の所在が知れない」ことの証明は，不在住証明書や不在籍証明書

等の提出で足りるとしているが，単独の抹消登記申請を許容すべき証明資料と

しては不十分さが否めない。これでは，結局のところ，登記名義人の不在住と

不在籍の証明書のみを提出することによって，単独の抹消登記が認められてし

まう可能性があり，権利者の利益保護の観点からは問題があると思われる。 

そこで，例えば，上記書面の提出に加え，現地調査等の点検項目を明確にし

た上で，資格者代理人による所在不明の調査報告書を提出させるなどの方法を

検討することを提案する。 

さらに，補足説明においては，登記義務者が法人の場合の所在の調査方法に

ついても，登記簿が閉鎖され，その閉鎖登記簿も保存されていない場合には，

登記簿が廃棄されたことを証する書面の提出で足り，登記簿が存在する場合に

は，代表者について前記自然人の場合と同様の証明書類の提出で足りるとする

が，かつて当該権利について登記を受けたことのあるような法人であれば，登

記記録の情報以外の活動状況などの調査も比較的容易であることからしても，

これだけの調査で「所在が知れない」と認めてよいかは，疑問が残り，これも

自然人の場合と同様，簡易に過ぎる感がある。そこで，自然人の場合と同様,上

記書面に加えて，資格者代理人による所在不明の調査報告書を提出させるなど

の方法を検討することを提案する。 

(3) 結論 

以上のとおり，所在不明の証明方法についても，権利者の利益保護の観点か
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ら更に慎重に検討することが必要である。 

３ 買戻し期間を経過している買戻特約の登記の抹消について 

買戻し特約については，実体法上，買戻しの期間は１０年を超えることができ

ないとされ，買戻しについて期間を定めたときは，その後にこれを伸長すること

ができないとされていることから（民法第５８０条），買戻し期間がこれらの期間

を超えて延長されることはないことに鑑みれば，買戻権の消滅の判断は用益権の

場合に比して容易かつ明瞭である。 

また，買戻し特約は，多くは担保目的で利用されていることに鑑みれば，これ

が誤って抹消された場合の名義人たる買戻し権利者の被る不利益の度合いは，生

活の本拠や営業拠点としての使用収益権能を内容とする用益権の場合と比して低

いといえる。 

そのため，買戻し期間を経過している買戻し特約の登記の抹消については，登

記上の存続期間を経過している用益権の登記の抹消に比して，単独抹消の要件や

その調査方法は緩和され得ると思われるが，いずれにしても，不動産登記法第６

３条第１項による確定判決によらない簡易な手続による単独抹消が可能となるも

のであるから，その要件と調査方法は，共同申請や確定判決によらずともやむを

得ないといえる程度の合理的なものとなるように検討する必要がある。 

 

２ 法人としての実質を喪失している法人を登記名義人とする担保権に関する

登記の抹消手続の簡略化 

法人としての実質を喪失している法人を登記名義人とする担保権に関する

登記の抹消手続を簡略化する方策として，次のような規律を設ける（不動産

登記法第７０条参照）。 

登記権利者は，解散した法人である登記義務者と共同して先取特権，質権

又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合（相当な調査

が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行っ

てもなお当該法人の清算人の所在が知れない場合に限る。）において，被担保

債権の弁済期から３０年を経過し，かつ，当該法人が解散した日から３０年

を経過したときは，不動産登記法第６０条の規定にかかわらず，単独でそれ

らの権利に関する登記の抹消を申請することができる。 

【意見】 

本提案に賛成する。 

 

【理由】 
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不動産登記法第７０条第３項後段の休眠担保権の抹消手続における供託金の負担

が利用促進を阻害しているということであれば，登記義務者が法人としての実質を

喪失している場合に限定して，供託金の負担のない簡易な抹消手続を設けることに

は一定の合理性は認められるといえるため，中間試案に基本的に賛成する。 

もっとも，供託という登記義務者の損害を担保する要件を無くした上，裁判手続

も経ずになされる抹消登記であるため，後に，抹消登記の効力をめぐって紛争が生

じることを避けるためにも，当該担保権が消滅している蓋然性が極めて高い場合に

限定すべきであり，その点では，中間試案の提案する被担保債権の弁済期から３０

年の経過で，かつ，当該法人が解散した日から３０年を経過したとの要件は，合理

性のある期間と考える。 

この点については，債権の消滅時効期間に鑑みれば，弁済期からの経過期間は３

０年よりも短い期間（例えば，１０年等）でもよいとの意見もある。ただし，登記

記録上の弁済期後に，一部弁済が繰り返されていることにより，途中で時効更新事

由が発生している可能性もあるため，３０年よりも短期に定める場合においても，

こうした点には留意する必要がある。 

なお，裁判所の関与なしに単独抹消を認める手続であることに鑑みれば，「所在が

知れない」との要件や調査の手続については，緩やかに過ぎないよう，慎重に検討

する必要がある。 

 

第１０ その他の見直し事項 

１ 登記名義人の特定に係る登記事項の見直し 

所有権の登記名義人（注）の特定に係る登記事項として，新たに会社法人

等番号を追加することとし，その他に新たに登記事項を追加することについ

ては引き続き検討する。 
（注）所有権の登記名義人以外の登記名義人や，表題部所有者，担保権の登記における債務者，信託の登

記における委託者，受託者及び受益者等を含めるかどうかについては，引き続き検討する。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

 

【理由】 

会社法人等番号を追加することは，所有権登記名義人たる法人の特定として有益

であるし，これを追加することによる名義人にとっての不利益もないと考えられる。 

なお，所有権登記名義人以外については，少なくとも，各種権利の登記名義人（抵

当権者等）についても対象とすることが望ましい。 
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２ 外国に住所を有する登記名義人の所在を把握するための方策 

① 外国に住所を有する所有権の登記名義人は，不動産登記法第５９条第４

号に規定する事項のほか，その日本国内における連絡先（注）を登記する

ことができるとすることについて， 引き続き検討する。 

② 外国に住所を有する外国人（法人を含む。）が所有権の登記名義人となろ

うとする場合に必要となる住所証明情報を外国政府等の発行したものに限

定するなどの見直しを行うことについて，引き続き検討する。 
（注）連絡先として第三者の氏名又は名称及び住所を登記する場合には，当該第三者の承諾があることを

要件とし，また，当該第三者は国内に住所を有するものであることとする。 

【意見】 

引き続き検討することに賛成する。 

ただし，自然人については連絡先の公示に当たり，個人情報の保護の観点から慎

重に検討すべきである。 

 

【理由】 

いずれも登記名義人の所在や連絡先を把握し，もって，所有者不明の土地の現出

の防止に役立つ制度となるものと考えられるため，引き続き検討することが妥当で

ある。 

もっとも，検討に当たっては，連絡先として登記される者の個人情報保護が図ら

れるような制度設計とする必要がある。 

 

３ 附属書類の閲覧制度の見直し 

登記簿の附属書類（不動産登記法第１２１条第１項に規定する政令で定め

る図面を除く。以下同じ。）の閲覧制度に関し，閲覧の可否の基準を合理化す

る観点等から，次のような規律を設けることにつき，引き続き検討する。 

① 何人も，登記官に対し，手数料を納付して，自己を申請人とする登記に

係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 

② 特定の不動産の登記簿の附属書類を利用する正当な理由がある者は，登

記官に対し，手数料を納付して，当該附属書類のうち必要であると認めら

れる部分に限り， 閲覧を請求することができる。 
（注）登記簿の附属書類のうち，不動産登記法第１２１条第１項に規定する政令で定める図面（土地所在

図，地積測量図等）については，何人も閲覧の請求をすることができるとする現行法の規律を維持す
るものとする。 

【意見】 

１ ①について，引き続き検討することに賛成する。 
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ただし，申請人の本人確認の手続を厳格に定めるべきである。 

２ ②について，引き続き検討することについて基本的に賛成であるが，住民票や

戸籍の閲覧に当たっては，ＤＶ被害者等に配慮した制度設計や運用とするよう留

意すべきである。 

 

【理由】 

１ 本文①について 

 現行法の運用に当たっても，申請人本人は利害関係人として扱われているであ

ろうし，申請人本人であれば，閲覧させて支障はないはずである。 

ただし，閲覧主体を明文で広げる以上，申請人本人であることの確認について

は厳格になされるよう運用基準を定めるべきである。 

２ 本文②について 

  必要と認められる部分に限ることに合理性は認められるが，登記官において必

要と認められる部分が画一的に判断可能となるような運用基準を設け，正当理由

を有するものが，適切かつ迅速に附属書類の閲覧が可能となるように配慮した制

度設計とすべきである。 

また，住民票や戸籍と行った個人情報については，プライバシー保護の観点や

ＤＶ被害者等の保護の観点から，対象者に不利益とならないような制度設計とす

べきである。 

特に，第６の１及び第７の２の仕組みを設ける場合には，法務局が，登記情報

でない生年月日等の個人情報を保有することになるので，附属書類の閲覧制度の

見直しに当たっては，個人情報保護の観点から，この点への対応についても，適

切な検討がなされるべきである。 

 

以 上 


