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Ⅰ 不動産登記簿の読み方

公図について1
尾 方 　不動産登記資料として図面というも
のがあります。図面のうち、広義の公図は、
①14条地図と②地図に準ずる図面（狭義の公
図）を指します。
　この①と②の差ですが、①は不動産登記法
14条に基づく地図であり、同条に定められた
精度の高い地図のことを指します。その精度
が劣る図面として、暫定的に置いている図面
のことを②の地図に準ずる図面として登記所
に備え置いてあります。
宮 島 　この14条地図というよりは狭義の公
図の方が圧倒的に多いということですね、都
市部では。

土地の表題部の記載事項について2
尾 方 　次に、土地の表題部の記載事項につ
いて見ていきたいと思います（ 資料1 ）。
（1）調製
　登記簿がコンピューター様式に移記された
日付が記載されます。最初からコンピュータ
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前に都道府県知事への届出等が必要なケース
がありますので、ご注意ください。
宮 島 　東京都の場合、地域にもよりますが、
面積が5,000㎡を超えると事前届出が必要なこ
とが多いようです。
（9）登記の日付
尾 方 　「原因及びその日付」欄にかっこ書き
で〔登記の日付〕と書いてあります。表題登記
の場合、ここに登記が完了した日付が載りま
す。分筆や合筆登記をしたときにはこの登記が
完了した日です。受付の日ではなくて、登記官
が審査をして、登記簿に反映された時点をもっ
て効力が生じるということになっていますの
で、権利の登記と対比して覚えてください。
　権利の登記は申請した順番で優先劣後が決
まってきますので、申請した日がいつなのか、
受付番号が何番なのかが重要ですが、表示登
記の場合には登記が完了した日が重要になっ
てきます。
（10）表題部所有者
　所有権保存登記がない不動産の表題部に所
有者として記録されている者のことを表題部
所有者といいます。
　権利の登記の一番最初に出す所有権保存登
記というものがありますが、この所有権保存
登記は表題部所有者しか基本的には申請でき
ませんので、その保存登記の申請の適格者を
判断するために表題部所有者という欄が設け
られています。保存登記を入れると表題部所
有者は下線を引いて抹消されます。

建物の表題部の
記載事項について（ 資料2 ）3

（1）所在図番号
　所在図番号は現在のところほとんどまだ整
備されていません。14条地図と建物の位置と
家屋番号をミックスさせたような図面（建物
所在図）のようですが、今のところまだ作成
されていないということでだいたい「余白」
と書かれています。
（2）所在
　土地の記載とは異なり、地番まで表示され

ー様式で登記されているときは「余白」と記
載されます。
（2）不動産番号
　調製の右側に不動産番号が載ります。これ
は不動産を特定するための番号であり、不動
産1個ごとに付される番号です。
（3）地図番号
　14条地図があればここに地図番号が載りま
すが、地図に準ずる図面しかない場合には
「余白」と記載されます。
（4）筆界特定
　筆界特定がされた場合には「平成○年○月
○日筆界特定（手続番号平成○年第○号）」と
いった記載がされます。
（5）所在
　都道府県名は入らず、市区町村と丁目、字
までが記録されます。
（6）地番
　1筆ごとの土地に付される番号で、地番区域
というのを本局が指定しますが、それに起番
して土地を特定するためにこの地番というも
のが振られます。
　この土地を特定するための地番と、住居表
示といわれる一般的な住所の表示とは別のも
のです。なので、住所からある特定の不動産
を調査するときに、その住居表示から地番を
どうやって割り出すのかが問題になります。
　これにはブルーマップといわれる地番と住
居表示を連動させているような地図帳で確認
をするか、あるいは、法務局に電話をすると
教えてくれます。
（7）地目
　地目は不動産登記規則で23種類と決められ
ていますので、勝手に新しい地目を付けるこ
とはできません。
　なお、河川区域内の土地は、地目の欄では
なく、表題部の右側の「原因及びその日付」
に河川区域内の土地であると記載されますの
で、注意が必要です。
（8）地積
　土地の面積であり、㎡単位で表示されます。
一定面積以上の土地を有償で譲渡する場合、
公拡法や国土利用計画法等の定めにより、事
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月日や床面積が違っていないかを突き合わせ
て、この建物が本当に登記簿の建物なのかと
いうのを確認しています。
　また、敷地の地番から調査する方法がありま
す。建物の家屋番号が分からない場合でも、家
屋番号は基本的に土地の地番と連動していま
すので、底地の地番が分かれば、その上に建っ
ている建物の家屋番号も何となく分かります。
　ほかに、ブルーマップから底地を検索して、
敷地上の建物を検索するという方法もありま
す。
　なお、土地について分筆や合筆をしても建
物の家屋番号は自動的には変わりませんので、
調査するときに注意が必要です。例えば、1番
1の土地の上に建物が建っていた場合、この建
物の家屋番号は1番1なんですが、その後、1番
1の土地を分筆したとき、建物の底地が1番2に
変わることがあります。けれども、建物の登
記簿は変わりませんので、1番2の土地上の建
物を調査しようとして検索しても建物が存在
しないという結果になったり、あるいは、1番
1の土地上の建物が検索できなかったりするこ
とがあります。なので、分筆、合筆がある場
合には登記簿にも分筆、合筆の履歴が出てき
ますので、そこから調査をしていただけると
いいかなと思います。

権利部の記載事項について5
　次に、権利部の甲区や乙区には権利変動に
関する事項が記録されます。すなわち、保存
や設定、移転、変更、処分の制限や消滅とい
ったような権利変動があると甲区欄や乙区欄
にその内容が反映されるようになっています。
　実際に 資料1 を見ていきます。まず表題部
ですが、地目変更がされていることが分かり
ます。次に、地目変更の登記の後に、「昭和63
年法務省令第37号付則第2条第2項の規定によ
り移記」という記載があります。これがコン
ピューター化による移記です。この不動産で
は平成11年5月20日に移記されていますので、
表題部の一番上の調製の欄にもこの日付が載
っています。

ます。2筆以上の土地にまたがって建築されて
いる場合、建物1階部分の面積が最も多い土地
の地番が先頭に記載されます。
（3）家屋番号
　家屋番号は建物を特定する番号で、土地の
地番にあたる情報です。1筆の土地の上に複数
の建物がある場合には枝番で表示されます。
　2筆以上の土地にまたがって建築されている
建物の場合には、建物の1階部分の面積が最も
多い土地の地番を用いて、この家屋番号を振
る形になっていますので、ある程度土地の所
在と建物の家屋番号というのは連動するとい
うことでご認識いただければと思います。
（4）種類
　建物の用途を表示します。土地の地目は23
種類に限定されますが、建物の場合の種類は
何でもよく、限定されません。
（5）構造
　木造、鉄骨造などの主要部分の構造や屋根
の状況などが記載されます。
（6）床面積
（7）原因及びその日付〔登記の日付〕
　建物の建築や増築の年月日を記録すること
になっています。

建物登記簿の調査方法4
　次に、不動産の調査をするときにどういう
方法をとるべきかということですが、建物の
状況によって変わってきます。現実に建物が
あって登記もされている場合、建物が取り壊
されて現存しないのに登記が残っている場合、
滅失登記をしていない場合、建物が現存する
のに未登記の場合など、いろいろな状況があ
ります。
　まず、固定資産評価証明書が取得できるの
であれば、そこに建物の所在等が載っていま
すので調査が容易です。あとは、固定資産税
の納税通知書が不動産の所有者に毎年届きま
すけれども、その明細を見るのもいいかなと
思います。
　それから、我々はよく確認するんですが、
建物の登記簿と固定資産評価証明書の新築年
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　次に、権利部の甲区欄を見ると、順位番号1
番でまず相続登記が入っています。順位番号1
番の登記にもコンピューター化によって移記
された登記ですというのが入っています。
　それから、次に順位番号2番で同じく相続登
記が入っています。これは数次相続の事例で、
甲から乙に相続があって、乙からさらに丙と
丁に相続がされたという形です。中間が単独
相続の場合、数次相続で甲から最終的な相続
人の丙、丁に直接移転をすることができます。
　次に、乙区にいきます。 資料1 は、銀行か
ら抵当権設定を受けて、その後、債権回収会
社へ抵当権が移転したという事例です。それ
から、共同担保目録がありまして、この133番
1の土地は分筆されているんですけれども、分
筆された場合にも共同担保目録にこのような
形で載ります。
宮 島 　共同担保目録の番号3で133番2の土地
というので一番右の方に抹消と書いてあるの
で、これは2つの土地に分筆して、そのうち一
方の土地から抵当権を外したという事例です
ね。
尾 方 　そうですね。続いて、 資料2 の建物
の登記簿を見ていきます。ここでは表題部と
して、原因及びその日付に新築年月日が載っ
ています。その下に、表題部所有者が載ってい
ますが、これは所有者として当初登記されて、
所有権保存登記が甲区欄でなされております
ので、保存登記を入れたことによって下線を
引いて抹消されたという形になっています。
　それから、この甲区欄を見ていきますと、
甲がまず所有権保存をして、乙に所有権移転
を売買で行って、乙山銀行が差押えをして、
競売によって丙が取得したと。これに伴って
差押登記が抹消されたという内容です。
　次に、乙区ですけれども、ここでは甲山銀
行が抵当権を設定し、乙山銀行が根抵当権を
設定して、その後に両者で順位を変更して、
その後、競売によって抵当権や根抵当権が抹
消されたという形になっています。
宮 島 　これは時間の流れでいうと、乙が所有
権を取得して（甲区2番）、乙区1番で甲山銀行
が抵当権を設定して、その後に乙区2番で乙山

銀行が根抵当権設定をして、さらに1番と2番の
抵当権の順位を変えたと。それが乙区3番に載
っています。これにより、乙山銀行が順位1番
になったので、差押えをし、競売になり（甲区
3番・4番）、丙が所有権を取得して（甲区4番）、
それに伴い差押登記も抵当権も全部抹消された
という事案です（甲区5番、乙区4番・5番）。
尾 方 　ご案内のとおりだと思いますけど、
登記が抹消されると下線が引かれて、抹消さ
れたという記録になります。ただ、線を引く
だけなので簡単に偽装できてしまいます。例
えば、抵当権抹消については主登記で必ず抹
消だったら抵当権抹消というのが入りますか
ら、そこまで確認をされた方がよいでしょう。
偽造する意図がなかったにしても下線を引く
方がたまにいらっしゃるので、必ず原本で確
認していただいた方がいいと思います。
宮 島 　ちなみにこの乙区1番と2番には「1」
や「2」という番号の下に「（3）」と書いてあ
りますが、これは何ですか。
尾 方 　これは乙区3番で順位変更がされてい
ますので、そのことを示すため注意的に書か
れています。

区分所有建物の登記簿の見方6
　次に、マンションの登記簿について見てい
きます（ 資料3 ）。
　マンションの登記簿は建物の登記簿とちょっ
と違っていまして、1棟の建物についての表題
部と、それから、専有部分の建物についての表
題部に分かれております。1棟の建物について
の表題部は、建物1棟に関する情報と、それか
ら、分離処分禁止で敷地権も付いていますので、
その敷地権の表示もこの1棟部分に関する表題
部のところに入っています。それから、専有部
分の建物の表示ということで、各部屋における
情報が載っているという形になっています。
宮 島 　その専有部分に対応する敷地権の情報
もそこに載ります。専有部の所有者が敷地権
の持分をどれだけ持っているのか、専地権が所
有権かどうかなどです。このように、敷地権に
ついては1棟の建物の表示のところにどの土地

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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が1棟の建物の底地なのかが載り、さらに、そ
の持分がいくらかが、その下の専有部分の箇
所に各部屋に対応する情報として載るという
ことです。ところで、この一番上の「専有部分
の家屋番号」というのはなんでしょうか。
尾 方 　この1棟の建物の中に区分所有建物が
どれだけあるのかというのがこの専有部分の
家屋番号を見ると分かる形になっています。
宮 島 　次に、「共同担保目録」のところを見
ていきます。番号1のところがこの区分建物の
専有部分の表示です。その部屋だけ載るので
はなくて、こういうふうに敷地権や敷地権割
合も載るというところが特徴です。
　番号2は、このマンションの所有者がほかの
土地も共同担保にしているという例です。

分筆の登記7
尾 方 　次に、分筆の登記がされるとどのよ
うになるのかご説明します。抵当権が付いて
いる5番の土地を分筆して5番1と5番2の土地に
分けた場合、どのような登記になるのかとい
う事例です（ 資料4 ）。
　5番の土地の登記簿は分筆によって5番1に変
更されていて、このような表題登記がされる
んですけれども、一方で乙区の欄にはこのよ
うに抵当権が付いていて、土地が2つに分かれ
ましたので共同担保目録が作成されるという
形になっています。
宮 島 　大事なのは、5番の土地を分筆して5
番1と5番2になるわけですけども、これにより
全く権利関係が同一の土地が2個できることで
す。分筆したから権利関係が変わるというこ
とはないので、当然に抵当権が両方の土地に
及びます。その後、例えば、5番2の土地の抵
当権を外そうと思えば、5番2の土地について
抵当権抹消登記をする必要があります。

合筆の登記8
尾 方 　次は合筆です。4番と3番の土地を合
わせたような場合です。分筆は自由にできる
のに対し、合筆の場合は、全ての土地が合筆

できるとは限らず、物理的および権利的にで
きない場合があります。合筆した場合にどの
ような登記簿になるのかというのが 資料5 の
登記簿の例になっています。
　3番の土地の表題部に「4番を合筆」と載り、
4番の土地の表題部には合筆によって閉鎖され
た旨が載ります。3番の土地の甲区欄には「合
併による所有権登記」が入り、ここに所有者
の名前が載ります。
宮 島 　 資料5 では、3番の土地の乙区1番の
「抵当権設定」登記に、付記1号で「1番登記は
合併後の土地の全部に関する」とあります。こ
れは、3番の土地の抵当権登記は、当然には旧
4番の土地の抵当権を公示するものにはならな
いことから、抵当権が旧4番の土地にも及ぶこ
とを公示するため、登記されているものです。

Ⅱ 判決による登記

宮 島 　次に判決による登記にいきます。ま
ず、判決による登記というのは、共同申請の
登記を単独でできるということですが、どん
な判決だったらできるのかというと、不動産
登記法63条に規定がありまして、基本的には
登記手続を命ずる確定判決があれば単独申請
できます。では、どんな確定判決だったらい
いのかというと、次の3つが要件です。
① 特定の登記手続を命ずる給付判決であるこ
と。
②確定判決であること。
③ 当事者の一方に登記手続を命ずる判決であ
ること。
　①の要件は、例えば「被告が原告に対し○
○の土地につき、年月日売買を原因とする所
有権移転登記手続をせよ」という文言が主文
にあるということです。
　主文には、次のa）からe）までの事項が必
要です。
a）当事者（登記権利者・義務者となる者）
b）対象不動産
c） 登記の目的（「所有権移転」・「抵当権抹消」
等）

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」

D11176_12-23.indd   19 15/07/07   15:56



NIBEN Frontier●2015年8・9月合併号20

その場合に登記原因はどう書くのかというと、
「年月日判決」と書いて申請します。この年月
日は判決確定日が原則です。執行文付与のと
きに意思表示が擬制されるのであれば、執行
文付与の日となると思います。
　次に、②の「確定前判決であること」に関
しての注意点は2つです。1つは仮執行宣言付

d） 登記原因およびその日付（「年月日売買」・
「年月日解除」等）

e） その他登記簿に記載すべき事項（抵当権設
定登記の場合の債権額等）

　ただし、登記先例上、d）の登記原因およ
びその日付については、書いていなくても救
済的に登記が受理されることになっています。

分筆の登記資料4
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場合、売主は、固定資産税が課税されるなど
して困る場合があります。こうした場合、所
有権移転登記の際登記義務者となる売主が、
登記権利者となる買主を訴えて、判決を得て、
売主のみで所有権移転登記を申請することが
できます。
　ところで、判決そのものでなければだめな

判決ではだめだということ。もう1つは、執行
文付与が必要な場合があることです。
　③の要件に関しては、登記引取請求権を実
現するためにも、判決による登記が使える、
という点がポイントです。例えば、不動産を
売却したのに、買主が所有権移転登記に協力
してくれず、登記名義が売主に残ったままの

合筆の登記資料5

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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権の抹消制度を利用して判決によらずに抹消
できる場合があります。
　この制度は、担保権者（登記義務者）の所
在が知れない場合に、一定の要件の下、抵当
権設定者（登記権利者）だけで、または、債
務者の方だけで担保権の抹消ができるという
制度です。「所在が知れない」というので法人
はだめなようにも思えますが、法人でも法人
の登記簿を全然追えないような場合には使え
ます。ただ、先取特権、質権、根抵当権しか
使えず、譲渡担保や仮登記担保のような非典
型担保には使えません。
　この制度を利用できる場合はいくつかあり
ますが、一番便利なのは、債権額が少額な場
合に被担保債権・利息・損害金を全額供託し
たら抹消できるという不動産登記法70条の3項
後段の規定です。
　要件は次の3つです。
①登記義務者（担保権者）が行方不明
②被担保債権の弁済期から20年経過
③ 20年経過後に被担保債権・利息・損害金の
全額を供託
　まず、①について、登記の際に行方不明証
明書が必要です。例としては、意外と簡単で、
登記簿上の住所あてに配達証明で書類を送っ
ても届かないことを証する書面でよい、と通
達に書いてあります。
　②について、弁済期から20年経過したこと
を証明するために、弁済期を証する書面が必
要です。古い担保権の場合、書類が残ってい
ないことが多く、弁済期の証明が結構難しい
のですが、昭和39年に不動産登記法が改正さ
れる前は弁済期は抵当権の登記事項であった
ようです。そこで、登記簿の閉鎖謄本を取り
寄せてそこに載っていれば、それによって弁
済期から20年の経過を容易に証明できます。
　最後に③について、20年経過後に被担保債
権・利息・損害金全額を供託し、その供託書
正を登記所に提出するということです。利息・
損害金の金額について、供託実務は法務省の
「遅延損害金計算ソフトウェア」の算式による
ようなので、これを使うのがいいと思います。

のか、というとそうではなくて、確定判決と
同一の効力を有する次のものも含まれます。
①裁判上の和解調書
②認諾調書
③調停調書（民事調停法）
④家庭裁判所の審判・調停調書
　一方、次のものは「確定判決」に含まれな
いので注意が必要です。
①公正証書（民執法22条5号）
②転付命令（民執法159条1項）
③ 登記手続を命ずる仮処分・家庭裁判所の保
全処分
　ここで、裁判上の和解調書の条項で、実際
に登記手続で不可とされた例をご紹介します。
まず、「登記手続に必要な書類を交付する」と
の記載では、登記申請意思を擬制していない
ため不可です。次に「被告は原告または原告
の指定する者に対し……登記手続をする」と
いう記載は、当事者が特定されていないとい
うことで不可です。
　次に「被告と原告は、双方協力して……登
記手続をする」との記載も、どちらかの登記
申請意思を擬制しているとは言えないので不
可です。最後に「被告は、……登記手続に協
力する」との記載。これも給付条項になって
いないため不可です。
　裁判外で和解契約書を作る場合は、単独で
は登記申請できませんが、その後、共同で登
記を申請するときに問題になったり、和解契
約をしたけど相手が登記に協力してくれない
という場合には訴えなければいけませんので、
そういう場合にも同じく給付条項にしておく
ことが大切です。
　具体的には、和解契約書に先ほどのa）から
e）の事項を全部盛り込むことが大事です。判
決の場合は救済的にd）がなくても大丈夫だと
言いましたが、和解契約の場合はどうなるか
分かりませんので、全部盛り込むべきです。

Ⅲ 休眠担保権抹消制度

宮 島 　担保権を抹消したい場合、休眠担保
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とされています。さらに、他の元清算人もい
ない場合には、会社に株主総会を開催しても
らって清算人を選任してもらうか、あるいは、
利害関係人の申立てにより裁判所に清算人を
選任してもらい、その清算人と共同して抹消
登記を申請できるとされています。
　このような通達の取扱いは、次のような考
え方に立っていると思われます。すなわち、
実体法上、債権債務が完全になくならない限
り、清算は結了しないから、清算結了の登記
がされたとしても、その会社に抵当権の抹消
登記義務が残っているなら清算は結了せず、
会社は存続しているはずである。したがって
元代表清算人が登記を申請する権限を有する
はずだ、という考え方です。
　この考え方に立つと、会社の清算結了登記
自体を一度抹消する必要があるようにも思え
ますが、そこまでしなくとも、元代表清算人
等と共同して、登記申請をすることができる
のです。 （次号へつづく）

Ⅳ 抵当権者の
清算結了後の抹消登記

宮 島 　私が他の弁護士から実際に相談を受
けた事例をご紹介します。
　それは、不動産に抵当権設定登記があり、
これを抹消したいが、抵当権者の会社は解散
し、清算結了の登記もされてしまっている、
債務者は清算結了前に全額弁済したそうなの
だがどうしたらよいか、というものです。
　この場合、債務者側（登記権利者）は、誰
を登記義務者として、抵当権の抹消登記を申
請すればいいかが、問題となります。清算結
了によって、会社は消滅するからです。会社
の登記簿も閉鎖されます。
　これについては通達がありまして、結論か
ら言いますと、元代表清算人に協力してもら
うことができれば、その者と共同して、抵当
権抹消登記を申請することができます。
　では、元代表清算人が死亡している場合は
どうするかというと、他の元清算人でもいい

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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