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論説 ･解説 604(19.8)

論説 ･解説

不動産物権変動における公示の原則の動揺 ･補遺

(1)

七 戸 克 彦

Ⅰ 序論- 我妻論文 ･補遺
Ⅱ 登記の要件の緩和

A 登記の実質的要件の緩和
1 物権変動の過程に合致 しな い登記
(1) 中間省略登記
(2) 中間省略相続登記
(3) 冒頭省略登記
(4) 中間過剰登記
(5)抹消登記に代えて行う移 転登記

2 物権変動の態様に合致 しな い登記
B 登記の形式的要件の緩和

Ⅲ 不正登記の申請と刑罰法規の適用
Ⅳ 平成期の裁判例の動向
Ⅴ 結語- 新不動産登記法と公示の 原則

(以上本号 )

Ⅰ 序論- 我妻論文 ･補遺

本稿の表題にいう ｢不動産物権変動における公示の原則の動揺｣とは,

我妻栄が昭和14年に発表 した同名論文(1)の言辞であるが, しか し,同論

文における我妻の関心の対象は,種々認められる公示の原則の ｢動揺｣現

象の中でも, ごく一部のもの- すなわち,不動産利用権につき,その利

用の事実をもって公示方法とする一連の立法 (明治42年建物保護法 ･大正

10年借家法 ･昭和13年農地調整法)にあった｡

その結果,同論文において我妻が導いた最終的な結論は,｢不動産を収

益財として取引する者のためには公示の原則は更に徹底すべ く,更に進展

すべきである｡ 不動産を利用する者のためには公示の原則は退去すべきで

ある｡ そして,利用権能は合理的内容を保障せられることによって公示な

き欠陥を補充せ らるべきである｣ というものであったが(2), しか しなが
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ら,論文全般に通底する公示の原則に対するすこぶる悲観的な現状認識

が,上記結論の前半部分の主張を,いかにも脆弱なものとしている｡ 日

く,｢一方では不動産利用者は甚だしく登記になじまない結果,登記を要

件としてこれを保護せんとすることは到底充分の保護とはなりえない｡ま

た反対に,不動産の取引者も登記簿の記載をもって満足せず,実地を検分

することを甚だしき苦痛とはしない｣(3)｡｢私が不動産物権変動における

公示の原則の動揺と呼んだものは,要するに,わが国における不動産物権

の変動はもはや如実に登記簿に反映せられるものではなく, したがって,

不動産取引の安全を期する者は不動産の実地について調査することを必要

とするに至った,ということである｣(4)｡

そして,このようなペシミスティックな現状認識が,我妻の本来の意図

に反して歪曲した形で (不動産利用権保護の領域にとどまらず)不動産取

引全般にわたって実地検分をむしろ正当化する見解の通説化へと連なって

ゆくのであるが,この点に関する考察は,別の機会に譲ることとして,以

下では,登記制度の目的の ｢矯小化｣とでもいうべき制度観の変化の側に

注目したい｡

我妻は,次のようにいう｡｢これらの 〔-民法177条の ｢第三者｣の範囲

に関して判例 ･通説の採用する〕制限説の理由の根底に横たわる思想は,

登記をもって個々の物権取引における安全を保持せんとする制度と観念

し, したがって,互いに衝突する物権変動の優劣を決定する標準たるに過

ぎざるものとなさんとするものである｡ これらの全国の不動産物権変動を

登記簿に反映せしめんとする理想はほとんど過去の夢と化 していることを

見出さざるをえないではないか｣(5)｡｢以上 われわれは,わが法制の不

動産物権変動における公示の原則は立法上既にその一角から崩れつつある

ことを見た｡また学説 ･判例においても不動産物権変動をことごとく公簿

の上に反映せしめんとする理想から遠ざかりつつあることを知った｡全国

の不動産を公簿に登録 し,その記載の基礎の上に安全且つ迅速に不動産取

引を決済してゆこうとする近代法の公示の原則は到底企及 しえないものと

なったことを理解 した｣(6)｡ ｢公示の原則の解釈に関 して判例 ･学説の描

かんとしている大きなカーブを前にして,われわれは次の心構えを必要と

する｡ 第 1,わが国の登記制度について,近代法の最高水準を理想として

これに近づかしめんとする態度で解釈論を構成することは今や断念するの

他はない｡登記になじまない実際取引の実情を基礎として立論するとき,

登記をもって個々的取引の保護と考えることが,恐らくはもっとも至当な

のであろう｡｣(7)｡
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そして, このような登記制度に関する制度観の ｢填小化｣- すなわ

ち,登記制度を,不動産に関する権利関係を正確に記録 した特別の公文

書(8)と捉える理解から,単なる個別的取引における優先関係決定のため

の制度,もっぱら私人の個別具体的取引保護のための情報サービス提供制

度にすぎないとする理解への制度観への変化- が,公示の原則の ｢動

揺｣ないし公示の原則の解釈に関する ｢大きなカーブ｣に,さらに拍車を

かけることとなる｡

1 ｢動揺｣の全容

公示の原則の ｢動揺｣現象は,我妻論文が問題とした不動産利用権の保

護立法の成立に尽きるものではない｡

そもそも何をもって して公示の原則の ｢動揺｣と呼ぶかも,｢公示の原

則｣それ自体の意味をどのように捉えるかによって異なる｡

(1) ｢公示の原則｣ との関係

周知のように,｢公示の原則｣には,広狭二義がある (【図表 1】参照)(9)｡

このうち,｢広義の公示の原則｣とは,以下の論理①～⑤の全体を指す｡

すなわち,①物権が人の物に対する直接支配権であって,絶対性ないし排

他性を有する権利であり (物権の性質論),②第三者との関係において物

権的請求権 ･優先的効力という強力な効力を有することから (物権の効力

請),③物権の現状ないし変動をあらか じめ外部から認識可能な状態に置

くこと (これを ｢公示｣という)をしなければ,第三者が不測の損害を蒙

る (公示の要請)｡そこで, この要請に応えるため,④公示制度のそれ自

体の整備 (適切な制度設置と厳格な運用)により登記の精度を向上させる

とともに,⑤公示に種々の効力を付与 し,当事者に対 して直接 ･間接の公

示強制を行う｡ なお,⑤の公示強制には,(a)公法的な強制 (登記の慨意に

対 して罰則を課す方法｡たとえば不登法164条は,表示に関する登記の申

請を怠った者を10万円以下の過料に処すものとしている)と,(b)私法的な

強制 (立法例としては,権利移転効力 (-成立要件主義) ･対抗力 ･推定

力 ･公信力がある)が存在する｡

一方,｢狭義の公示の原則｣とは,上記 ｢広義の公示の原則｣の中でも

⑤公示の効力なかんずく当事者に対する(b)私法上の公示強制を意味する｡

その結果,登記に公信力という強力な効力を付与するドイツにおいては,

公示の中心的効力である公信力を指 して ｢公示の原則 (狭義)｣と呼ぶの

に対 して,対抗要件主義をとるわが国においては,対抗力を指 して ｢公示
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の原則」と呼び，これを「公信の原則」と対置させる。

　ここで，公示の原則を広義で捉えた場合には，その「動揺」を論ずるに

あたっては，③公示の要請の促進・貫徹のための2つの側面　　すなわ

ち，④公示制度の充実・運用と，⑤当事者に対する公示強制　　の全般を

問題としなければならない。この点において，「公示の原則」を広義で捉
える我妻・前掲論文が（！0），不動産利用権保護立法の成立のみを指して

「公示の原則の動揺」と述べるのは，いささか片寄った印象を受ける。な

お，我妻論文は，その他の「動揺」現象として，すでに触れたように，対

抗力に関する明治41年「第三者」制限連合部判決を挙げているのである
が（11），このことと，不動産利用権の保護・実地検分主義への叙述の集中

とをあわせ推測するに，我妻の考える公示の原則の「動揺」とは，公示の

効力の中でも，⑤当事者に対する（b）私法上の強制力の低下を，もっぱら念

頭に置くもののようである。

【図表1】　広義の公示の原則・狭義の公示の原則
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(2) 公示の運用面における後退 ･公法的強制における後退

だが,我妻が上記論文を公表 した昭和14年当時,すでに他の側面におけ

る公示の原則の ｢動揺｣現象も顕在化 していた｡

その 1は,大正期以降の判例における中間省略登記や抹消登記に代えて

行 う移転登記の容認といった,登記の申請要件ないし有効要件の緩和傾向

であり,これは,上記のうち,④登記の真実性確保のための厳格な制度運

用の側面における,公示の原則の大幅な退歩である｡

その2は,- この点は従来の民法 ･不登法学説においてはあまり論 じ

られてこなかったが- ,⑤ (a)公法上の公示強制なかんず く刑罰法規に

よる不実登記の抑止機能の後退である｡ なお,今日の学説においては,登

記申請の可否や登記の効力問題と,刑法 ･租税法上の処罰問題とは峻別さ

れるべきであるとする見解が一般的であるが, しかしながら,このような

峻別論 もまた,④公示制度の運用に関する緩和措置や,我妻論文の取り上

げる⑤ (b)私法上の強制の後退と同様,大正期以降に生 じた登記制度の目

的の ｢矯小化｣現象の 1つにはかならない｡

そこで,以下では,我妻論文が積み残 した上記 2点- ④公示制度の厳

格な運用の要請に対する,中間省略登記に代表される登記の申請要件ない

し有効要件の緩和の問題,ならびに,⑤当事者に対する強制中(a)公法的強

制とりわけ刑罰法規による登記の真実性確保の後退- を検討対象とする

ことをもって,我妻 ｢公示の原則の動揺｣論文の,いわば補遺を試みた

い｡

2 ｢動揺｣の原因

ところで,我妻にいう公示の原則の ｢動揺｣を生ぜ しめたところの不動

産利用権保護のための法制度は,いずれも当時の日本の資本主義経済の高

度化から生 じた歪み- 建物保護法に関 しては日露戦争後の地価 ･地代の

暴騰,借家法に関 しては第 1次世界大戦後の好景気による住宅難,農地調

整法は小作争議- を手当てするための社会立法であった(12)0

一万,177条に関する明治41年12月15日の2つの連合部判決のうち,｢相

続登記｣要求連合部判決 (民録14輯1301頁)の意義は,直接には生前相続

制度から生ずる不都合 (隠居者による財産処分問題)の解消にあり(13),

他方,｢第三者｣制限連合部判決 (民録14輯1276貢)の背後には,上記建

物保護法と同様,日露戟争後の不動産取引の活発化による紛争増加から所

有者を保護する意図が控えていたといわれる(14)｡
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しかし,建物保護法の保護対象である土地賃借人と異なり,所有権者そ

の他の物権者にあっては,登記をしようとすれば容易にできるはずであ

る｡ にもかかわらず,｢第三者｣制限連合部判決のような譲歩を行わざる

を得なかった理由は,取得不動産につき登記を具備する慣行が根付かな

かったことによる｡

では,なぜわが国において登記慣行が根付 くことがなかったのか｡その

原因について,我妻は,｢登記と徴税制度の無関係なこと,登記料の不合

理に多額なこと等の原因が与って力ある｣とする(15)｡ このうちの登録免

許税額の問題は,中間省略登記が行われる原因として, しばしば指摘され

るところであるが,果たして原因は,それに尽きるものなのか｡また,こ

のことは,公示の原則の ｢動揺｣現象のすべてについて共通 していえるこ

となのか｡それとも,個々の論点ごとに,問題の生ずる素地は異なってい

るのだろうか｡

かかる基本的問題意識に立脚 して,以下では,公示の原則の ｢動揺｣現

象のそれぞれについて,その発生の経緯と素地を探ることにしたい｡

Ⅱ 登記の要件の緩和

まず,登記制度の厳格な運用の側面における ｢動揺｣現象であるところ

の,登記の要件の緩和の問題を取り上げよう｡

この問題は,一方において,(Ⅰ)なされてしまった登記の有効性に関

して問題となり (登記の有効要件),他方において,(Ⅱ)登記の申請段階

において問題となる (登記の申請要件)｡そして,そのそれぞれが,(A)

実質的要件 (実体法的要件)と (B)形式的要件 (手続法的要件)とに分

かれる｡

さらに,(Ⅰ)登記の有効要件の問題 は,(Il)対抗力の有無の問題と,

(Ⅰ2)抹消登記の可否の問題に分かれ,他方,(Ⅱ)登記申請に関しては,

共同申請主義 (不登法60条)に服するところの権利に関する登記について

は,(Ⅱ1)相手方に対して登記申請手続の協力を求める請求権 (登記請求

権)が,(Ⅲ2)登記官に対 して登記処分を求める権利 (登記申請権)とは

別個に問題となる｡

そして,公示の原則の ｢動揺｣現象の一環としての登記の要件の緩和

は,周知のごとく,(A)実質的要件 (物権の現状ならびに物権変動の過

程および態様が正確に公示されること)のうち,物権変動の過程および態

様に合致しない登記について,また,(B)形式的要件 (不登法の定める
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申請却下事由一現行法でいえば25条1号から13号まで　　に該当しない

こと）のうち，4号から12号までの却下事由に該当する場合（1号～3

号，13号については，職権抹消の対象となることとの関係で（71条），な

されてしまった登記に関しても効力を認めることができない）について生

じているのであるが（【図表2】の網掛け部分），しかし，それらの要件

を欠く場合に，（11）対抗力，（12）抹消請求，（H1）登記請求，（H2）登

記申請のどこまでが認められるかは，千差万別である。

　しかも，学説におけるこれらの概念区分の強調にもかかわらず，現実に

は，ある側面において生じた要件緩和措置は，他の側面における要件の緩

和へと波及する。その発端となるのは，多くの場合（Il）対抗力の肯定

であって，これを肯定した場合には，（1、）抹消登記の否定を導かざるを

得なくなり（その場合の訂正は更正登記の方法による），さらにそれが

（II　2）登記申請の許容を導く，という具合の雪崩現象を起こして，登記の

要件の厳格性は次第に崩壊してゆくことになる。

　このような連鎖的な制度崩壊もまた，先に触れた登記制度の目的の「綾

小化」　　公の帳簿・公文書としての高度な真実性確保というマクロ的な

視点を捨てて，登記を単なる個々の取引関係における優先関係決定基準に

すぎないと捉える制度観へと移行したこと　　の反映といえる。というの

も，このような制度観を前提とした場合には，要するに登記は個々の権利

者との関係で対抗力を確保できる程度の制度でありさえずればそれでよい

のであるから，対抗力を有する旨の結論が承認されたならば，あとはそれ

に合わせて制度全体を修正すれば足りる，という話になるからである。

【図表2】　登記の有効要件・申請要件，実質的要件・形式的要件

1 H

登記の有効要件 登記の申請要件

1 2 1 2

対抗力の

L無
抹消登記

ﾌ可否
登記請求

ﾌ可否
登記申請

ﾌ可否

物権iの現状に合致

A 実質的要件 過程に合致
｛1弘　二、・瀞 遍舞霧佑過程・態様

ﾉ合致 態様に合致
一リ a「　町～性「 　〃r・’

_　。

廿　　多ゼボう

歩二

B
不登法25条1～3，13号

形式的要件
不登法25条4～12号
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A　登記の実質的要件の緩和

　登記の実質的要件の緩和ないし動揺から，検討を開始しよう。

　わが国の登記制度の建前ないし理想は，①物権の現状のみならず，物権

変動の②過程および③態様をも正確に公示する，というものである。

　なお，ここで，物権変動の②過程および③態様の正確性が要求される趣

旨にっき，一般には，公信力を認めないわが国の法制においては，当該不

動産に関してこれから取引関係に入ろうとする者のために，取得時効期間

までさかのぼった権限調査の手がかりを与える必要があるから，と説か

れ，これに対して，実際には，そのような権限調査など行われない，との

反論が唱えられている。だが，こうした議論もまた，登記制度の目的の

「綾小化」の反映であって，登記申請に際して②過程および③態様に関す

る正確な資料を提出させることが，登記が①物権の現状を反映する蓋然性

の向上にもつながる，というマクロ的な視点を，反対論者のみならず，権

限調査主張論者の側もまた見失っていることが知られる（登記に公信力を

認めるドイツにおいて，登記申請の際に提出が要求される書面が，日本よ

りはるかに厳格であることを想起されたい）。

1　物権変動の過程に合致しない登記

　物権変動の②過程・③態様のうち，まず，②過程に合致しない登記に関す

る法理論の生成過程から見てみよう。これには，（1）中間省略登記，（2）中間省

略相続登記，（3眉頭省略登記のほか，（4）中間過剰登記も存在する。さらに，

（5）抹消登記に代えて行う移転登記も，物権変動の過程に合致していない。

　（1）中間省略登記

　参照の便宜のため，関連する判例および登記先例をあらかじめ列挙する

ならば，　【図表3】のようになる（図表中1，・12・H1・H2の略語は，前

言【図表2】において示した争点を示す。また，公示の原則に適合的な判

例・先例については網掛けを施した。その他の略語の意味に関しては，本

文当該個所参照）。

【図表3】　中間省略登記に関する判例・先例

【1】 大判明治43年7月6軍民録16輯537頁（16） Hl
1（杏〉・

【2】 大判明治44年4月！2日民録！7輯208頁 11 肯

【3】 大判明治44年5月4日写録17輯：260頁 12 蟻
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【4】 大判明治44年12月22Ei二三17輯877頁 H且 蒼
【5】 大判大iE　5年9月12日二三22輯17◎2頁（エ7） （H［） （肯）

【6】 大判大正7年4月4日二三24輯7巻465頁 （Il） 肯

【7】 大判大正8年5月16日三三25輯776頁 H［ 肯

【8】 大判大正8年10月20日二三25輯1828頁 Hl 肯

【9】 大判大正9年7月23日二三26輯1171頁 12 否

【10】 大判大正10年4月12日二三27輯703頁（18） （H1） （肯）

【11】 大判大正11年3月25日二三1巻130頁（19） Hl （同）

【12】 大判昭和2年7月27日新聞2744号9頁・評論16巻民法1327頁 12 否

【13】 大判昭和8年3月15日二三12巻366頁（20） 12 （同）

【14】 大判昭和12年2月15日大審院判決全集4輯4巻4号・法学6巻764頁 12 同

【15】 大判昭和15年6月1日二三19巻944頁（21） 12 否

【16】 昭和34年9月9日民三807号民三課長心得回答先例集追H530頁 H2 瀦’

【17】 最（1小）判昭和35年4月21日民望14巻6号46頁（22） 12 利

【18】 昭和35年7月12日民甲1580号民事局長回答先例集三野248頁 H2
ゐ擁即

【19】 昭和35年7月12日民甲1581号民事局長回答先例三三皿249頁 12 鯛1，

【20】 最（1小）判昭和38年3月28日民集17巻2号398頁（23） Il 1欄ケ

【21】 最（2小）判昭和38年6月14日裁判集民事66号499頁 H1 （同）

【22】 昭和39年8月27日民甲2885号民事局長通達先例三三IV　180頁（24） H2 ”野

【23】 最（3小）判昭和40年9月21日置集19巻6号1560頁（25） HI （同）

【24】 最（1小）判昭和41年1月13日二三20巻1号1頁（26） II 肯

【25】 最（3小）判昭和42年6月6日三時489号48頁・半llタ209号134頁（27） 12 意

【26】 最（3小）判昭和43年1月30日民集22巻1号44頁（28） Hl 「響’

【27】 最（2小）判昭和44年5月2日置集23巻6号951頁（29） 12 （利）

【28】 最（1小）判昭和45年3月26日判時591号57頁（30） 一
（同）

【29】 最（3小）判昭和46年4月6日三時630号60頁（31） H1 （同）

【30】 最（1小）判昭和46年4月8日判時631号50頁・金法614号28頁 12 意

【31】 最（2小）判昭和46年11月5日雲集25巻8号1087頁（32） （11） （肯）

【32】 最（3小）判昭和46年11月30日二三25巻8号1422頁（33） （H1） （善｝

【33】 最（1小）判昭和47年9月7日三三26巻7号1327頁（34） （12） （肯）

【34】 最（2小）判昭和48年10月5日雲集27巻9号1110頁（35） （Il） （肯）

【35】 最（1小）判昭和53年6月15日民集34巻2号729頁（36） （Il） （肯）

【36】 最（1小）判昭和54年2月15日判時923号78頁・半ll夕899号41頁 一
（同）

【37】 最（2小）判昭和60年11月29日民集39巻7号1719頁（37） （12） 同
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中間省略登記の論点に関しては,すでに膨大な量の業績が存在 している

ので(38),以下では,判例の変遷のみ,かいっまんで概観するにとどめよ

う (なお,以下では,転々譲渡の当事者をA-B-Cに統一する)｡

ア 対抗力

まず,なされてしまった中間省略登記の対抗力に関して,比較的早期の

判例 (【2】)が肯定説に立っているが, しか し,事案はすこぶる特殊であ

り,判旨も,後の判例におけるような,登記は現在の権利状態さえ公示さ

れていればそれでよいとの一般論までは展開していない｡

しかも,その後の判例 【9】は,通謀虚偽表示によりA名義となってい

る不動産をBがCに売却 した場合の ｢登記手続ヲ右三人共二合意ノ上ニテ

省略シ直接ニAヨリCニ対シ売買名義ヲ以テ所有権移転登記ヲ為シタルモ

ノナリ故二右登記-結局Cカ実質上本件土地ノ前主 〔B〕ヨリ其所有権移

転ヲ受ケ之ヲ取得シタル-事実二符合スルモノニ帰着スルヲ以テ其効力ヲ

有スルモノト謂-サル可ラス従テC-其所有権取得ヲ以テ第三者二対抗ス

ルコトヲ得ルモノトス｣とした｡同判決の立場は,全員の合意を要件とし

ているかのようにも読める｡

だが,以後の判例においては,なされてしまった中間省略登記に関して

は,対抗力を肯定するのが通常であり,その際には,全員の合意ないし中

間者の同意の存在につき説示 しないものも多い｡戦後の判例においても,

【31】【33】【34】【37】等では,中間省略登記の有効性それ自体について

は,まったく問題とされていない｡

イ 抹消登記請求

では,なされてしまった中間省略登記の抹消についてはどうか｡

(a) 肯定説

判例は,当初,登記制度の目的を厳格に解する古典的理解に立って,抹

消登記請求を肯定 していた (【3】｢不動産登記-不動産二関スル権利ノ得

喪,変更,保存若ク-其処分ノ制限等二付キ不動産登記法ノ定ムル所二依

り其事項ヲ公示シ第三者ノ利益ヲ保護 シ一般取引ノ安国ヲ期スルモノナレ

-登記事項-同法二従ヒ登記スルヲ得ルモノナルコトヲ要スルノミナラス

登記関係モ亦事実二適合スルコトヲ要ス｣)｡

だが,その後,後述する中間省略登記請求に関して無条件肯定説に立っ

と覚 しき 【10】判決,中間者の同意を要求する 【11】判決が登場するに至

り,抹消登記請求の領域に関する判例にも変化が生 じた｡

(b) 無条件否定説

まず現れたのは,【10】判決を引用 しつつ,ACの中間省略登記を行う
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旨の契約の有効性を承認 したうえで,その結果行われた中間省略登記は有

効であるから,抹消登記請求は認められないとする 【12】である｡

(C) ｢同意｣説

だが,これに対 して,【13】判決は,【11】判決を引用しつつ,中間者の

同意がないことを理由に,抹消登記を肯定 した｡

一方,【14】は,中間者の同意があるとして抹消登記請求を否定 したが,

判旨は,中間省略登記請求に関する 【5】以降の判例により形成された

｢矯小化｣ した登記制度観に立脚 して,登記は現在の権利状態さえ公示 し

ていれば,それで十分であるとする (｢若シ夫 レ所謂中間省略登記ノ効カ

ニ至 リテ-其ノ登記原因ノ点-之ヲ問-ス其ノ登記力現実ナル権利関係二

符合シ之ヲ公示スル二足ルモノナルニ於テ-其ノ権利変動ノ過程二関与セ

ル利害関係人ノ承認アル限 り之ヲ無効 卜為スへカラス ト為ス-夙二当院ノ

判例 トスル トコロニシテ･--｣)｡

なお,【15】は,A死亡により不動産を相続 したBが,相続登記を経由

することなく, Cに転売 し,AからCへの直接移転登記を行った事案で

あって,当然に中間者 (B)の同意が存在するが,判旨は,ただ単純に上

記 ｢矯小化｣ した登記制度観に依拠 して,抹消登記請求を否定 している

(｢蓋シ如上ノ登記-結局現所有者Cヲ所有権取得者 トシテ公示セルモノニ

外ナラスシテ素ヨリ事実二符合シ重モ登記ノ目的二背馳スル トコロナケレ

-ナリ｣)｡

(d) ｢利益｣説

ところが,戦後,昭和35年になって,中間者の同意がなくても,彼に抹

消登記を求める ｢法律上の利益｣がない場合には,請求は認められないと

した 【17】判決が登場する｡ 同判決の理解につき,評価は分かれている

が,基本的には中間者Bの同意を要求する従前の判例理論を維持しつつ,

きわめて例外的な条件の下に (そして,その内容は同時履行の抗弁権の確

保に限られない),同意がない場合の中間者の抹消登記請求を否定 した判

例と解すべきであろう(39)｡

(e) ｢意思｣説

だが,その後,【25】が,中間者BがAから交付された登記申請の委任

状をCに交付 したため中間省略登記がなされた事案につき,｢登記簿上の

記載における権利移転の過程は真実と異なるが,結局は,現在の実体の権

利関係に合致 し,Bから他への移転登記がなされるにつきBに全く登記申

請の意思がなかったというをえないから,Bは右登記の抹消を求めること

はできない｣旨を判示 した結果,抹消登記請求をめぐる判例の立場は,①
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｢同意｣説 (戦前の判例),② ｢法律上の利益｣説 (【17】),③ ｢登記申請

の意思｣説 (【25】)の鼎立状態を呈することとなる｡

この点に関 して,【27】は,【17】判決を引用 しつつ,② ｢利益｣説に

立った (ただし,本件は,Aからの建物所有目的の土地賃借人が抹消登記

を請求 した事案であり,判 旨は,中間取得者でない者は,抹消登記を求め

る正当な利益を有 しないとした)｡

その後に登場 した 【30】判決は,原所有者Aからの抹消登記請求の事案

であるが,判旨は,｢Cのために経由された右所有権移転登記は,権利移

転の経過においては真実と異なるものであるが,結局,現在の実体上の権

利関係に合致するものであり,原判決のように,Aが右登記をなすことに

なかなか同意 しようとしなかったとしても,Aから他へ所有権移転登記が

なされるにつき,Aに全く登記申請の意思がなかったということはできな

いから,Aは,右登記を無効として,その抹消を求めることは許されない

と解すべきである｣として,【25】判決の述べる ｢登記申請の意思｣を,

Aについて問題とした｡

ウ 中間省略登記請求

次に,中間省略登記請求に関する判例の流れを見てみよう｡

(a) 否定説

まず,最初期の判例 【1】は,直接の移転登記請求に対 して,債権者代

位による請求を許容 したが,これは実質的には否定説と見てよかろう｡ そ

の後の判例である 【4】は,否定説に立っ旨を明示 している｡

(b) 無条件肯定説

だが,これに対 して,【5】(当事者が中間省略登記の特約に応 じなかっ

たために売買代金の返還を請求 した事案)は,中間省略登記を行う旨の特

約の有効性を承認するに至る｡

同判決は,登記は現在の権利状態さえ公示されていれば十分であるとの

｢矯小化｣された制度観を提示 した最初の判例であり (｢所有者乙ヨリ丙二

不動産ヲ譲渡シタルモ其登記名義者-旧所有者甲ナル場合二於テ当事者間

ノ特約二基キ甲ヨリ直接二丙二不動産ヲ譲渡シタル旨ノ所有権移転ノ登記

ヲ為スモ其登記-真実ノ事実二適合セサル登記ナリトシテ之ヲ無効ナリト

云フコトヲ得ス蓋シ斯ル登記 卜難モ不動産二関スル現在ノ真実ナル権利状

態ヲ公示シ登記ノ立法上ノ目的ヲ達スル二足ルヲ以テ法律ノ許ス所ナルコ

ト明瞭ナレ-ナリ｣),そして,この制度観は,端的に中間省略登記請求を

求めた 【7】【8】【10】に承継され,また,すでに見たように,抹消登記請

求に関する判例にも影響を及ぼした｡なお,【10】は特許権に関する事案
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であるが,登録税の免脱問題や,中間省略登記は公正証書原本不実記載罪

となる旨を判示 した大判大正 8年12月23日刑録25韓1491頁との関係も論 じ

られており,【5】【7】【8】判決以降の登記制度の目的の ｢矯小化｣傾向を

端的に示す例として興味深い(40)｡

ところで,【5】判決は,中間省略登記請求につき無条件肯定説に立っ判

例と評価する向きもあるが, しかし,上記のごとく,同判決の事案は,中

間省略登記を行う合意の不履行を理由とする売買代金返還請求であり,こ

の場合には,中間省略登記請求を認めると中間者の利益が害されるといっ

た問題が顕在化 してこないため,中間者Bの同意という観点が入ってこな

いのは,やむを得ないことであった｡

だが, この 【5】判決の説示は,後続する 【7】【8】【10】に影響を与え

てしまう｡ たとえば 【7】は,｢若シ夫 レ中間登記ノ省客二付キ利害関係ヲ

有スル者例へハ中間所有者 ヨリ物上権ヲ取得シタル者力登記ノ効力ヲ争フ

コトヲ得ルヤ否ヤ-事自ラ別問題二属シ 〔中間省略登記を行う〕契約ノ効

カニ消長スル所ナシ｣としているが,｢別問題｣とされる中間者からの取

得者との問の優先関係について,判旨は触れるところがない｡

(C) ｢同意｣説

以上の経緯により生 じた単純肯定説に対 して,【11】は,中間者Bの同

意を要求することで,一定の歯止めをかけるに至る｡ すなわち,｢所有者

甲ヨリ乙二不動産ヲ譲渡 シタルモ其ノ登記名義-依然甲ナル場合二於テ乙

力更二其ノ不動産ヲ丙二譲渡シタル トキ-甲乙丙ノ三名合意ノ上甲ヨリ直

接二丙二不動産ヲ譲渡シタル旨ノ所有権移転登記ヲ為スモ其ノ登記-不動

産二関スル現在ノ真実ナル権利状態ヲ公示シ登記ノ目的ヲ達スル二足ルヲ

以テ無効二非サルコト-当院判例ノ認ムル所ナリ (大正 9年 (オ)第127

号同年 7月23日 〔-【9】〕同年 (オ)第481号大正10年 4月12日 〔- 【10】〕

大正 8年 (オ)第659号同年10月20日 〔- 【8】〕大正 5年 (オ)第492号同

年 9月12日当院判決 〔- 【5】〕参照)右甲丙間ノ直接登記ヲ為ス場合二於

テ乙ノ同意ヲ必要 トスル所以-如何他ナシ乙-其ノ取得シタル不動産ヲ転

売 シテ其ノ所有権ヲ失フモ先ツ自己ノ所有権ノ取得登記ヲ為シテ其ノ取得

ヲ完全ナラシメタル後転得者丙二対 シテ転売二因ル所有権移転登記ノ義務

ヲ尽スへキモノナレ-転売二困 リテ自己ノ登記請求権ヲ喪失セサルモノト

謂フへク是当院判例ノ認ムル所ナルヲ以テ (大正 4年 (オ)第879号大正

5年 4月 1日当院判決参照)若シ乙ノ承諾ヲ得スシテ直接登記ヲ為シ得ル

モノ トセ-此ノ乙ノ有スル権利ヲ害スルニ至ルへク殊二乙力丙ヨリ売買代

金ヲ受領セサリシ為丙 トノ売買契約ヲ解除シタル場合ノ如キ-乙-不動産
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ノ所有権ヲ回復シタルニ拘ラス直二甲二対シテ所有権移転登記手続ヲ請求

スルコトヲ得サルノ不利益ヲ被ムルニ至ルへキカ故ナリ従テ乙ノ同意ヲ得

スシテ為シタル甲丙問ノ所有権移転登記ノ契約-無効ナリト謂-サルヲ得

ス｣｡

(d) 戦後の判例- ｢同意｣説の維持

戦後,前記抹消登記請求につき昭和35年 【17】判決が ｢利益｣説を採用

したのに対 して,中間省略登記請求に関する昭和40年 【23】判決は,大審

院以来の ｢同意｣説を維持 した｡ しかも,同判決は,｢矯小化｣する前の

古典的な登記制度観に立脚 している｡ すなわち,｢実体的な権利変動の過

程と異なる移転登記を請求する権利は,当然には発生 しないと解すべきで

あるから,甲乙丙と順次に所有権が移転 したのに登記名義は依然として甲

にあるような場合に,現に所有権を有する丙は,甲に対 し直接自己に移転

登記すべき旨を請求することは許されないというべきである｡ただし,中

間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別で

ある｡(論旨引用の当裁判所判決 〔- 【17】〕は,すでに中間省略登記が経

由された後の問題に関するものであって,事案を異にし本件には適切でな

い｡)本件においては,登記名義人の同意について主張,立証がないとい

うのであるから,上告人の中間省略登記請求を棄却 した原判決の判断は正

当であって,不動産登記法に違反するとの論旨は理由がない｡また,登記

名義人や中間者の同意がない以上,債権者代位権によって先ず中間者への

移転登記を訴求 し,その後中間者から現所有者への移転登記を履践 しなけ

ればならないのは,物権変動の経過をそのまま登記簿に反映させようとす

る不動産登記法の建前に照らし当然のことであって,中間省略登記こそが

例外的な便法である｣｡

さらに,【29】(農地の転々売買の事案)は,中間者の同意は不要である

とする上告理由を,次のように述べて排斥 している｡｢不動産が--･転売

された場合に,転買入は,当初の売主のほか自己に至るまでのすべての権

利移転の当事者の同意を得ないかぎり,当初の売主に対 し直接自己に所有

権登記を請求することが許されないことも,当裁判所の判例とするところ

であって (最高裁判所昭和39年 (オ)第985号同40年 9月21日第 3小法廷

判決,民集19巻 6号1560貢 〔- 【23】〕),いま, これを変更する必要をみ

ない｣｡

(e) 中間者の移転登記請求権の消長

上述 したように,中間省略登記請求肯定説の発端は,【5】判決におけ

る,中間省略登記の合意は有効か,という問題設定に始まるものであった
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が, この合意が有効であると解 した場合には,今度は,当該合意によっ

て,中間者Bの原所有者Aに対 して有 していた移転登記請求権の側が消滅

するのかが問題となってくる｡ この問題に関 して,【20】は,｢中間省略登

記の合意が有効に成立 した事実がない｣場合には,BのAに対する移転登

記請求権は消滅 しないとしたが,【32】は,｢三者間において中間省略登記

の合意が成立 したとしても,中間者BのAに対する所有権移転登記請求権

が当然に失われるものでない｣とした｡

(千) 買主たる地位の譲渡との関係

なお,実際には物権がA-B-Cと移転 しているにもかかわらず,Bの

Aに対する買主たる地位の移転の方法を用いて,BのAに対する所有権移

転請求権保全仮登記 (2号仮登記)にCが付記登記をし,これに基づく本

登記を経由することは認められない｡この点に関する判例 【26】は,次の

ようにいう｡｢このような仮登記に基づく本登記手続は,物権変動の過程

をそのまま登記簿に反映させようとする不動産登記法の建前に照らし許さ

れないものと解するを相当とする｡ もし,このような登記の効力を認める

ときは,実質的にはいわゆる中間省略登記である所有権移転登記が,仮登

記の制度を利用することにより,所有名義人および中間者の同意なくして

これを行なうことができる結果となり,中間省略登記手続を請求できるの

は登記名義人および中間者の同意のある場合にかぎられるとする法理に反

することともなる｣｡

その他,買主の地位の移転の合意か中間省略登記の合意かが問題となっ

た事案として,【37】がある (買主の地位の移転と認定された)｡

エ 中間省略登記の申請

では,中間省略登記の申請についてはどうか｡結論的にいえば,中間省

略登記の申請が認められるのは,【図表 4】掲記の 2つの場合①②のみで

あり(41),そして,そのうちの②判決による登記による処理を承認 した回

答 ･通達が,【16】【18】【19】【22】である｡

(a) 調停調書

このうち,【16】は,｢被申立人 (買主)が転売その他の事由により,特

に第三者に対 し所有権移転登記をなすべきことを求めたるときは,申立人

(売主)は之に応ずること｣との調停調書に基づく中間省略登記の申請は,

直接被申立人に対 し移転登記手続をなすべき旨の調停調書の更正決定を得

ない限り受理 しない,というものである｡

上記のような約定は,中間者Bが,第三者への転売目的でAから不動産

を取得する際に用いられる｡ 上述 した判例理論の帰結として,このような

- 16-
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AB間の合意もまた有効ということになるが，ただし，ここにいう「有

効」とは，登記実務が判決による登記以外の方法での中間省略登記の申請

を認めない以上，判決（あるいは判決と同様の効力を有する文書）獲得へ

の協力義務の発生を意味すると解するほかはない（登記官が中間省略登記

であることを見抜けないことを前提に，実体関係と異なる登記原因証明情

報を作成して登記申請を行うことに協力する義務が発生するわけではある
まい）。

　【16】は，このうちの和解調書に関して，まだ転売先（第三者C）が決

まっていない段階で作成された和解調書に関しては，第三者の補充がなさ

れなければ，これに基づく登記申請は受理しないとするものであるが，こ

の構造は，新不動産登記法制定後の中間省略登記問題との関連で発出され

た，平成18年12月22日法務省民二第2878号民事第二課長回答「第三者のた

めにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の

【図表4】中間省略登記の申請が認められる場合

①

②

中間省略登記の申請を認める旨の特別の法令の規定がある場合

！

2

「農地法による不動産登記に関する政令」（昭和28年8月8日政令第173号）

1

2

2条（買収による所有権の移転の登記）3項「第1項の登記の嘱託を
する場合において，買収当時の所有者が登記義務者と同一人でない

　ときに登記所に提供しなければならない嘱託情報の内容は，不動産

登記令（平成16年政令第379号）第3条各号に掲げる事項のほか，
当該所有者の氏名又は名称及び住所とする。」

3条（同上）3項「前条第3項に規定する場合において，第1項目登
記の嘱託をするときは，登記義務者の同意を証する当該登記義務者
が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判が

あったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しな
　ければならない。」

「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産
登記に関する政令」（昭和42年3月7日政令第27号）

4条（法第14条第2項の規定による登記等の嘱託）1項「法第14条第
　2項（法第23条第2項において準用する場合を含む。）の規定によ
　る登記の嘱託をする場合には，不動産登記令（平成16年政令第379
号）第3条各号に掲げる事項のほか，法第14条第2項又は法第23条
第2項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人

　と同一人でないときは，当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託
情報の内容とする。」

判決による登記（不登法63条）の場合
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論説 ･解説 604(19.8)

申請又は買主の地位を譲渡 した場合における売主から買主の地位の譲受人

への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について (回答)｣のうちの,

｢第三者のためにする契約｣による登記申請と類似する｡

(b) 判決

一方,判決による登記の場合に中間省略登記の申請を認める処理は,昭

和35年に同日付にて発出された 【18】【19】に基づく｡ なお,この2っの

民事局長回答は,照会から回答まで,前者については2年以上,後者につ

いても1年以上の時間を費やしており,その間に,この論点に関する戦後

はじめての最高裁判決が登場 していることから (【17】),同判決との間の

整合性をとることに腐心 したものと推測される｡

一方,【21】は,判決主文において登記原因およびその日付が記載され

ていることを要求する上記 【18】【19】を緩和 し,判決主文に登記原因に

関する記載がない場合にも,判決理由中から,①所有権がAからB,Bか

らCにいずれも売買により移転 したものであり,②中間省略につき中間者

Bの同意が存在し,③登記原因日付が,B-Cの権利移転の日と認められ

る場合には,判決による登記の申請を受理すべきものとしたものである｡

だが,A-Cの移転登記を命ずる判決主文のみに従い,その背景事情に

は立ち入らない 【18】【19】の処理と異なり,①A-B-Cの転々移転と

②Bの同意が明らかなことを判断 したうえで登記を認める 【21】の処理

は,中間省略登記なるものの存在を,申請手続上認知 したことを意味す

る｡ 公示の原則に照らし,公式見解としては存在しないことにされてきた

ものの存在を認めた,という点において,【21】それ自体もまた,公示の

原則の後退現象の1つとして理解することが可能であろう｡

オ 理論の登場時期および素地

以上より知られるように,中間省略登記に関する判例 ･先例のターニン

グ･ポイントは,戦前にあっては 【5】判決以降の一連の判決の登場する

大正 5-8年,戦後においては 【17】判決と先例 【18】【19】の登場 した

昭和35年に求めることができる｡ そして,この点は,抹消登記に代えての

移転登記請求その他の登記の有効要件をめぐる判例の動きと,ほぼ軌を一

にするのであるが, しかし,この転換を基礎づける時代的背景は,ここま

でに考察した判例の内容からは,必ずしも明らかにはなってこない｡

他方,当事者が中間省略登記を行う意図に関していえば,この論点をめ

ぐる議論の発端は,AC間の中間省略登記を行う旨の特約の有効性に存し

たところ,そもそもなぜACが中間省略登記に関する特約を結んだのかの

背景事情もまた,判旨の限りでは必ず しも明らかにならない｡たとえば
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【2】の当事者が中間省略登記を行った理由は,判旨によれば ｢費用節約

ノ為メ｣とされているが,その具体的内容に関しては不明というほかはな

い ｡

ここでは,中間省略登記につきイニシアティブをとっている者が,①中

間者Bか,②転得者Cか,という分類の仕方も考えられよう｡ このうち,

①中間者がイニシアティヴをとって行うタイプのものは,典型的には 【16】

の調停調書の背後に控える,転売目的の不動産取得のケースであって,こ

の類型が,中間省略登記の名の下に通常論 じられるところのものである｡

これに対 して,②転得者Cのイニシアティヴにかかる中間省略登記は,た

とえば 【8】(組合財産につきAB2名の共有登記がされていたが,組合解

散に際して組合員の協議の結果Aの単独所有とすることとし,BからAへ

の持分の直接移転登記をすべき旨の契約がなされた事案)のような場合で

あり,この類型における当事者の意図は,経済行為ではなくして,もっぱ

ら単純なる手間の節減にあると解される｡ もっとも,【9】(真の権利者B

からの譲受人Cのために,虚偽表示による登記名義人Aの登記を抹消する

のではなく,直接AからCへの移転登記がなされた事案)のように,イニ

シアティブをとる者が中間者ではあるけれども,上記②と同様の登記手続

の簡略化の意図に基づく場合も存在するから,分類の仕方としては,やは

り当事者の意図を標準として,①経済行為型と,②簡略登記型に区別する

のがよいのであろう｡

だが,問題の本質部分は, こうした分類を行った後の事柄- すなわ

ち,類型ごとに登記の効力その他に関する処理を異にすべきか否か,ある

いは,別個の処理をするとして,どのような処理を行 うのが妥当である

か,という点である｡ ここまでの考察から理解されるように,少なくとも

判例の処理は,上記①経済行為型 ･②簡略登記型の別なく,一律的な処理

を行っているように見受けられる｡

では,中間省略登記以外の登記についてはどうだろうか｡あるいは,中

間省略登記以外の登記に関する処理が,中間省略登記に関する判例理論に

影響を与えてはいないだろうか｡

かかる問題意識を念頭に置きながら,以下,他の ｢動揺｣事例の検討を

続けることにしよう｡
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(1)我妻栄 ｢不動産物権変動における公示の原則の動揺- 物権法開講に際し
て｣法協57巻 1号 (昭和14年)18頁-- 〔所収〕『民法研究Ⅲ物権』(有斐閣,
昭和41年)51頁 (以下,引用は後者による)｡なお,本論文の学界的意義に関
しては,山野目章夫 ｢(本論文批評)｣加藤雅信 (編集代表)『民法学説百年
史』(三省堂,平成11年)195貢参照｡

(2) 我妻 ･前掲注(1)75頁｡なお,この主張は,我妻栄 『物権法 (民法講義Ⅲ)』
(岩波書店,昭和27年)42頁,我妻栄-有泉亨 『新訂物権法 (民法講義Ⅱ)』
(岩波書店,昭和58年)48頁においても繰り返される｡｢公示の原則,とりわ
け登記制度が,一方において制限され,他方において拡張されることは,あ
たかも,現代の物権法が,用益物権の強化と担保物権の拡張との2つの理想
を遣わねばならないことと相応ずるものである｣｡

(3)我妻 ･前掲注(1)67頁｡
(4) 我妻 ･前掲注(1)68頁｡
(5)我妻 ･前掲注(1)71-72頁｡
(6) 我妻 ･前掲注(1)72-73頁｡
(7)我妻 ･前掲注(1)76頁｡
(8) 周知のように,日本の登記制度は ドイツ法に由来 し,そして, ドイツの登

記制度は,裁判証書から発展 した｡そこで,以下,不動産譲渡法の歴史的展
開過程について,ごく手短に述べるならば,当初,不動産譲渡は,現実の引
渡しをもってなされ,引渡 しの場に多くの人を集めることによって,公示な
らびに証拠資料 (証人)を整えた｡ しかし,現場での取引は不便であるため,
やがて,当事者は,国王 ･封建領主の裁判所において,仮想訴訟を行う方法
で,所有権を移転するようになる｡ すなわち,買主が原告となって所有権確
認 (ないし引渡 し)を請求 し,被告たる売主は直ちに請求を認諾 し,裁判官
は買主勝訴の判決を言い渡す｡そして,その判決証書の有する不可争性 (絶
対的証拠力)により,買主の取得 した所有権の保護が図られる｡裁判上のア

ウフラッスング (Auflassung)(フランス語では裁判上のアンヴェスティ
テユール (investiture))と呼ばれるこの制度は,その後,不動産取引の増加
に対応 して,仮想訴訟専門の裁判所と,仮想訴訟専門の裁判官へと分化 ･発
展する｡ それが現在の登記所 ･登記官であり,日本の登記所が第 2次世界大
戟前まで裁判所の管轄で,現在もなお,登記官の登記処分につき,一般の行
政処分と異なる手続が認められているのは,そのためである｡ 一方,仮想訴
訟における裁判官の面前での原告買主の請求と被告売主の請求の認諾は,出
頭主義 ･共同申請主義へと発展 し,そして, ドイツでは,共同申請主義の中
から,その実体法的側面を抽出する形で ｢物権契約｣概念が分化 し,また,
判決証書の不可争性が,公信力へと発展する｡ 一方,フランスでは,当事者
は,裁判官の面前での物権変動から,同じく不可争性を有する公正証書を求
めて,公証人の面前での物権変動を行うようになり,それが,フランスの民
事訴訟制度の採用する書証優越の法定証拠主義を前提に,実体法の側面にお
ける意思主義の宣明へと発展する｡

以上の歴史的経緯よりすれば,登記簿は,単なる一般公文書ではなくして,
判決証書から分化 した制度として,より高い精度の蓋然性 ･真実性が要求さ
れることとなる｡わが国の登記法学説におけるかつての制度観にいう ｢登記
は公の帳簿である｣｢登記は国家によって公認された帳簿である｣といった言
い回しは,上記の文脈において理解されるべきものであるが, しかし,登記
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制度観が ｢矯小化｣ した今日においては, もはやその言葉の意味 していたと
ころを正確に理解する者も少ない｡
なお,この点は,登記官の地位に関しても同様で,明治19年旧登記法の下

で原則として治安裁判所判事が取 り扱 うものとされていた登記事務が (3
条),明治21年の治安裁判所出張所設置の際に,治安裁判所判事がいないとき
は,判事の代理として裁判所書記が登記事務を取り扱うことが認められた｡
その後,この例外的措置は,明治23年の裁判所構成法,明治32年不動産登記
法の下でも維持されたが (登記事務は区裁判所で取り扱う非訟事件とされ,
原則として区裁判所判事が登記事務を取り扱うものとされた),大正 2年の裁
判所構成法改正により,従来例外的な取扱いであった裁判所書記が登記事務
を取り扱うことができる旨が正規に認められた (15条 2項)｡そして,この取
扱いが,第2次世界大戦後,｢法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整
理等に関する法律｣(昭和24年法律第137号)による不動産登記法の一部改正
により,法務府事務官 (現在の法務事務官)へと受け継がれることとなった
のである｡ だが,このような登記官の非訟事件の専門裁判官たる地位は,辛
成17年新不動産登記法改正による筆界特定制度の導入にもかかわらず,ほと
んど意識されていないように見える｡ この点は,司法書士職が,明治 5年司
法職務定制による代訴人 (フランス法のアブェ (avoub)-控言斥院訴訟代理資
格職の制度を輸入したもの)の地位から,司法代書人へと ｢格下げ｣され,
さらに戟後の登記業務の行政部への移管により,行政書士との区別もつかな
くなる中で,明治初期のアブェたる地位の復権を目指 し,ついに簡易裁判所
訴訟関係代理業務を獲得するに至った経緯と比較 して,大いに興味深い｡

(9) この点に関 しては,さしあたり,星野英一 ｢物権変動論における 『対抗』
問題と 『公信』問題｣『民法論集 (第 6巻)』(有斐閣,昭和61年)123貢 (と
りわけ134頁以下),七戸① ｢(紹介と批評)カトリーヌ-テレーズ ･バローーサ
リュー著 『法定公示- 公の情報と行為の証明- 』｣法学研究 (慶応大)65
巻10号 (平成 4年)163頁,同② ｢公示の原則と登記の効力 (民法施行100周
年シンポジウム ｢物権変動理論と公示制度の現実｣パネル討論会)｣司法書士
論叢THINK95号 (平成11年)27貢参照｡

(10) 我妻 ･前掲注(1)53貢｡｢物権の変動は常に外界から認識 しうる何 らかの表
象,例えば登記 ･登録 ･占有等を伴うことを要する,という法則を物権変動

における公示の原則 (Publizitatsprinzip)という｣｡
(ll) 我妻 ･前掲注(1)53貢｡
(12)我妻 ･前掲注(1)66貢以下｡
(13) もっとも,隠居者による財産処分に関しては,生前相続は意思表示に基づ

く物権変動に等しいとの理由に基づき,｢意思表示｣制限説を,生前相続とい
う特殊事例に限って拡張 (類推)適用すれば足りた｡にもかかわらず,大審
院は,およそすべての物権変動は登記をしなければ対抗することができない,
という一般命題を定立することによって,この問題に対処 した結果,この命
題は,生前相続という事案の特殊性を離れて独り歩きをはじめることとなる｡
七戸 ･本件評釈 『民法判例百選 Ⅰ総則 ･物権 (第 5版 ･新法対応版)』別ジュ
リ175号 (平成17年)112貢参照｡

(14) この点に関する詳細は,池田恒男 ｢明治41年大審院 『第三者』制限連合部
判決の意義- 不動産物権変動の歴史的理解のために｣社会科学研究 (東大)
28巻 2号 (昭和41年)163頁,川井健 ｢民法177条第三者制限連合部判決｣『民
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法判例と時代思潮』(日本評論社,昭和56年)31頁｡
個 我妻 ･前掲注(1)70頁以下｡
(16) 〔本件評釈〕甲斐道太郎① 『不動産取引判例百選』別 ジュリ10号 (昭和41

年)84頁,同② 『(第 2版)』別ジュリ112号 (平成 3年)94頁,生熊長幸①
『民法判例百選Ⅱ債権』別ジュリ47号 (昭和50年)42頁,同② 『(第2版)』別
ジュリ78号 (昭和57年)38頁,同③ 『(第 3版)』別ジュリ105号 (平成元年)
30頁,同④ 『(第 4版)』別ジュリ137号 (平成8年)34貢,同⑤ 『(第5版)』
別ジュリ160号 (平成13年)32貢,遠藤浩 ･民事研修525号 (平成13年)23頁｡

(17) 〔本件評釈〕甲斐道太郎(丑『続判例百選』ジュリ臨増211-2号 (昭和36年)
18貢,同② 『続判例百選』別ジュリ3号 (昭和40年)54頁｡

(18) 〔本件評釈〕松尾和子 『特許判例百選』別ジュリ8号 (昭和41年)132頁｡
(19) 〔本件評釈〕牛山積① 『昭和46年度重要判例解説』ジュリ臨増509号 (昭和
47年)40頁,同② 『不動産取引判例百選 (第 2版)』別ジュリ112号 (平成 3
年)94頁｡

CO)〔本件評釈〕中川一郎 ･法と経済 (立命館大) 1巻2号 (昭和 9年)440貢,
山田居 『判例民事法 (昭和 8年度)』(有斐閣,昭和12年)〔30事件〕100頁,
浦野雄幸 『判例不動産登記法ノー ト (第 1巻)』(ティ-ン,昭和63年)169
頁｡

但1)〔本件評釈〕川島武宣 ･法協58巻11号 (昭和15年)159貢,柚木馨 ･民商12巻
6号 (昭和15年)97頁,高梨公之 ･日本法学 6巻11号 (昭和15年)56貢,岩
田新 ･法学新報51巻 3号 (昭和16年)147貢｡

CZ2)〔本件評釈〕右田尭雄 ･金法245号 (昭和35年)13貢,山崎賢一 ･法律論叢
(明治大)34巻 3号 (昭和35年)157貢,幾代通 ･民商43巻5号 (昭和36年)
83頁,香川保一 ･登記研究180号 (昭和37年) 7頁,山本進一① 『不動産取引
判例百選』別ジュリ10号 (昭和41年)80頁,同② 『(増補版)』(昭和52年)80
貢,同③ 『(第 2版)』別ジュリ112号 (平成 3年)-- 〔所収〕『民法の基本
問題 (総則 ･物権)(民法研究 2)』(信山社,平成 7年)277頁,長利正己
『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和35年度)』(法曹会,昭和36年)〔47事件〕
142頁,大野秀夫 『現代判例民法学の課題 (森泉章教授還暦記念論集)』(法学
書院,昭和63年)221頁,滝沢幸代 『判例講義 ･民法 Ⅰ総則 ･物権 (補訂版)』
(悠々社,平成 7年)133頁,遠藤浩 ｢民法基本判例解説(37)J民事研修461号
(平成 7年)51頁-- 〔所収〕『民法基本判例 2物権総論 ･用益物権』(信山
社,平成11年)101貢 ｡

e3) 〔本件評釈〕高津環(彰･金法341号 (昭和38年)12頁,同② 『最高裁判所判
例解説民事篇 (昭和38年度)』(法曹会,昭和39年)〔22事件〕78貢,香川保
一 ･登記研究194号 (昭和39年)25貢,谷口知平 ･民商49巻5号 (昭和39年)
146頁,伊東乾 ･法学研究 (慶応大)37巻10号 (昭和39年)104頁,玉田弘
毅 ･明治大学法制研究所紀要 9号 (昭和40年)157頁,星野英一 ･法協82巻2
号 (昭和41年)159頁,天野弘 『民法判例百選 Ⅰ総則 ･物権』別ジュリ46号
(昭和49年)108頁｡

倒) 〔本件解説〕山本進一 『不動産登記先例百選 (第 2版)』別ジュリ75号 (昭
和57年)44貢｡

e5) 〔本件評釈〕瀬戸正二① ･金法427号 (昭和40年)17東,同② 『高裁判所判
例解説民事篇 (昭和40年度)』(法曹会,昭和45年)〔71事件〕372頁,幾代
通 ･民商54巻 4号 (昭和41年)133頁,平井宜雄 ･法協83巻4号 (昭和41年)

- 22-



604(19.8) 論説 ･解説

125頁,椿寿夫 ･法時39巻 3号 (昭和42年)106頁,柳川俊一① 『民法判例百
選 Ⅰ総則 ･物権』別ジュリ46号 (昭和49年)110貢,同② 『(第2版)』別ジュ
リ77号 (昭和57年)116頁,同③ 『(第 3版)』別ジュリ104号 (平成元年)110
頁,鎌田薫 『不動産取引判例百選 (第 2版)』別ジュリ112号 (平成 3年)92
頁,柳津秀吉 ｢中間省略登記同意必要事件｣石田喜久夫-湯浅道男 『判例演
習民法 2 (物権法)』(成文堂,平成 5年)31貢,滝沢幸代 『判例講義 ･民法
Ⅰ総則 ･物権 (補訂版)』(悠々社,平成 7年)134頁,寺田逸郎① 『民法判例
百選 Ⅰ総則 ･物権 (第4版)』別ジュリ136号 (平成 8年)106頁,同② 『民法
判例百選 Ⅰ総則 ･物権 (第5版)』別ジュリ159号 (平成14年)110頁｡

C26) 〔本件評釈〕坂井芳雄① ･金法436号 (昭和41年)13貢,同② 『最高裁判所
判例解説民事篇 (昭和41年度)』(法曹会,昭和42年)〔1事件〕 1頁,甲斐道
太郎 ･民商55巻 2号 (昭和41年)127頁,川村俊雄 ･民事研修115号 (昭和41
年)77頁,古軸隆介 ･法協83巻11･12号 (昭和41年)110頁,林良平 ･法学論
叢 (京大)81巻 2号 (昭和42年)106貢,香川保一 ･登記研究238号 (昭和42
年)7貢,鈴木重信 ･登記先例解説集 9巻 5号 (昭和44年)90貢｡

e7) 〔本件評釈〕鎌田泰輝① ･民事研修128号 (昭和42年)34頁,同② ･民事研
修263号 (昭和54年)87貢,平田春二 ･判評110号 (判時507号,昭和43年)29
貢,鈴木重信 ･登記先例解説集10巻 5号 (昭和45年)89頁｡

C8) 〔本件評釈〕鈴木重信 ･登記先例解説集 8巻 3号 (昭和43年)53貢,宇野
栄一郎① ･金法506号 (昭和43年)26貢,同② 『最高裁判所判例解説民事篇
(昭和43年度 ･上)』(法曹会,昭和44年)〔2事件〕11頁,斉藤健① ･民事研
修134号 (昭和43年)27頁,同(診･民事研修263号 (昭和54年)103頁,秦自 ･
八幡大学論集19巻 1･2号 (昭和43年)69頁,林良平 ･民商59巻 2号 (昭和
43年)54貢｡

eg) 〔本件評釈〕金山正信 ･判評128号 (昭和44年)120頁,新関輝夫 ･福岡大
学法学論叢15巻 2号 (昭和45年)255貢,玉田弘毅 ･民商63巻 6号 (昭和46
年)943貢,鈴木重信 『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和44年度)』(法曹会,
昭和46年)〔32事件〕322貢,石田喜久夫 ｢中間省略登記｣柚木馨-谷口知
平-加藤一郎-石田喜久夫 (編)『判例演習 (物権法)(増補版)』(有斐閣,
昭和48年)37頁,幾代通 ｢中間省略登記｣谷口知平-加藤一郎 (宿)『判例演

ミ法 2物権』(有斐閣,昭和57年)49貢｡
〔本件評釈〕石田喜久夫 『昭和46年度重要判例解説』ジュリ臨増509号 (昭
7年)40頁｡

塩山 〔本件評釈〕金山正信 ･判評141号 (判時603号,昭和45年)22貢｡
(32) 〔本件評釈〕輪湖公寛 『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和46年度』(法曹

会,昭和47年)〔64事件〕638貢,安永正昭 ･法時44巻 7号 (昭和47年)129
頁,谷口茂栄 ･金法656号 (昭和47年)16頁,柳沢秀吉 ･法学志林70巻 4号
(昭和48年)91貢,吉原節夫 ･判評171号 (判時697号,昭和48年)13貢,磯村
保 ･民商80巻 1号 (昭和54年)117頁,山田卓生(丑 『民法判例百選 I総則 ･物
権 (第2版)』別ジュリ77号 (昭和57年)122頁,同② 『(第 3版)』別ジュリ
104号 (平成元年)116頁,同③ 『(第 4版)』別ジュリ136号 (平成 8年)112
貢,同④ 『(第5版)』別ジュリ159号 (平成13年)116貢,池田恒男① 『民法
の基本判例』別冊法教 ･基本判例シリーズ2 (昭和61年)48頁,同② 『(第 2
版)』法教増刊 ･基本判例シリーズ2(平成11年)54貢,宇佐見大司 『新演習
民法破棄判例 (総則 ･物権)』(法律文化社,平成元年)91頁｡
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(33) 〔本件評釈〕鈴木重信 ･登記先例解説集12巻 4号 (昭和47年)47貢,岡崎
真書次 ･民事研修181号 (昭和47年)46頁,槙悌次 ･判評162号 (判 時670号,
昭和47年)13頁,安武敏夫 ･龍谷法学 5巻 1号 (昭和47年)109頁,石田喜久
夫 ･民商68巻 1号 (昭和48年)164貢,平井宜雄 ･法協91巻 6号 (昭和49年)
118頁,可部恒雄 『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和46年度)』(法曹会,昭和
47年)〔67事件〕680貢,池田恒男 『不動産取引判例百選 (第 2版)』別ジュリ
112号 (平成 3年)96貢｡

(34) 〔本件評釈〕福地俊雄 ･法時45巻 6号 (昭和48年)135貢,加藤正男-村田
博史 ･判評172号 (判時700号,昭和48年)19貢,星野英一 ･法協91巻 3号
(昭和49年)166貢,奥田昌道 ･法学論叢96巻 1号 (昭和49年)87頁,鈴木弘
『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和47年度)』(法曹会,昭和49年)〔72事件〕
669貢｡

(35) 〔本件評釈〕中尾英俊 ･判評184号 (判 時737号,昭和49年)15頁,武井正
臣 ･島大法学22号 (昭和49年)47頁,甲斐道太郎 ･民商71巻3号 (昭和49年)
145貢,東海林邦彦 ･判 夕312号 (昭和49年)120貢,関川桂作 ･法政論集 (北
九州大) 2巻 4号 (昭和50年)97貢,星野英一 ･法協92巻9号 (昭和50年)
162貢,大和勇美 『最高裁判所判例解説民事篇 (昭和48年度)』(法曹会,昭和
52年)〔16事件〕107頁｡

(36) 〔本件評釈〕黒田喜垂 ･法学研究 (愛知学院大)22巻13号 (昭和53年)119
頁,新田宗吉 ･明治学院論叢法学研究21号 (昭和54年)103貢,田井義信 ･法
時51巻2号 (昭和54年)120頁,奈良次郎 ･金法893号 (昭和54年)13貢,秦
海林邦彦① ･判 夕390号 (昭和54年)70頁,同② ･民商80巻 6号 (昭和54年)
719貢,伊藤進 ･金商566号 (昭和54年)47貢--･〔所収〕『物的担保論 (私法
研究著作集4)』(信山社,平成 6年)201頁,高木多喜男 ･ジュリ693号 (昭和
54年)67貢,内田責 ･法協97巻 6号 (昭和55年)142貢,東保敬 『最高裁判所
判例解説民事篇 (昭和53年度)』(法曹会,昭和57年)〔20事件〕219貢,産生
重機 『担保法の判例 Ⅰ』ジュリ増 (平成 6年)199頁,遠藤浩 ･民事研修502
号 (平成11年)23貢｡

(37) 〔本件評釈〕塚原朋-① ･ジュリ857号 (昭和61年)96貢,同② 『最高裁判
所判例解説民事篇 (昭和60年度)』(法曹会,平成元年)〔25事件〕422頁,加
藤永一 ･ジュリ861号 (昭和61年)74貢,同② ･民商95巻4号 (昭和62年)575
貢,同③ 『民法判例百選Ⅱ債権 (第 3版)』別ジュリ105号 (平成元年)104
頁,後藤泰- 『昭和60年度重要判例解説』 ジュリ臨増862号 (昭和61年)76
頁,大島俊之 ･法時58巻12号 (昭和61年)113貢,本田純一 ･判評335号 (刺
時1212号,1987年)200頁,角絶代恵 『判例セレクト86』法教77号別冊付録
(昭和62年)20頁,阿部徹① 『民法判例百選Ⅱ債権 (第4版)』別ジュリ137号
(平成 8年)106頁,同② 『(第 5版)』別ジュリ160号 (平成13年)102貢,逮
藤浩 ･民事研修544号 (平成14年)17頁｡

㈲ もっとも,その業績の多さから,一覧性のある文献 リストが存在していな
いようなので,以下に,このテーマについて論じた文献を列挙しておくこと
にする｡ 三宅高時 ｢登記省略ノ契約 卜其効果 (問答)｣法学新報31巻6号 (大
正10年)113頁,横田秀雄 ｢実体事実二吻合セサル登記ノ効力ヲ論ス｣『法律
評論創刊十周年記念論文集』(法律評論社,大正10年)43貢,石田文次郎 ｢中
間省略の登記を論ず｣法学論叢 (京大)26巻4号 (昭和 6年)32頁,鈴木義
男 ｢中間省略登記の問題 (時代と判例12)｣法律新聞3728号 (昭和 9年) 4
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戻,舟橋吉事- ｢中間省略登記の効力｣法学新報44巻11号 (昭和 9年) 1頁,
於保不二雄 ｢登記請求権｣岡山大学法経学会雑誌4号 (昭和28年) 1頁,川島
一郎① ｢中間省略登記の有効性｣民事研修50号 (昭和36年)30頁,同② ｢中
間省略登記の合意について (上)(下)｣登記研究168号 (昭和36年) 1頁,17
0号 (昭和37年) 9貢,杉之原舜-① ｢中間省略登記の申請 (不動産登記法
ノート7)｣法時34巻 7号 (昭和37年)68貢,同② ｢中間省略の登記請求権
(不動産登記法ノート8)｣法時34巻 8号 (昭和37年)70頁,香川保-① ｢登

記請求権について｣登記研究139号 (昭和34年)10貢,同② ｢中間省略の登記
手続(1)～ (3･完)｣民事研修98号 (昭和40年)24頁,99号11貢,106号11頁,
伊藤道保 ｢中間省略登記｣柚木馨-谷口知平-加藤一郎 (編)『判例演習 (物
権法)』(有斐閣,昭和38年)37貢,賀集唱 ｢中間省略の登記を求める登記請
求は許されるか｣『不動産登記の諸問題』判夕臨増177号 (昭和40年)26貢,
柳川俊一(彰 ｢特約によらない中間省略の登記請求権｣判夕180号 (昭和40年)
56頁,同② ｢中間省略の登記｣中川善之助-兼子- (監修)『不動産法大系Ⅳ
登記 (改訂版)』(青林書院,昭和49年)94貢,幾代通① ｢登記請求権におけ
る実体法と手続法- いわゆる 『登記権利者』『登記義務者』の概念を中心と
して- (1)～ (5･完)｣民商49巻 1号 (昭和38年) 3頁, 2号48頁, 4号
(昭和39年)32頁,56巻 4号 (昭和42年) 3頁, 5号 3頁, 6号 3貢-- 〔所
収〕『登記請求権一 実体法と手続法の交錯をめぐって- 』(有斐閣,昭和
54年)37頁,同② ｢中間省略登記の効力について｣民事研修286号 (昭和56
年)17頁-- 〔所収〕『不動産物権変動と登記』(一粒社,昭和61年)93頁,
石田喜久夫① ｢登記手続をなす義務をめぐる諸問題｣中川善之助-兼子-
(監修)『不動産法大系 I売買』(青林書院新社,昭和45年)398貢,同(診 ｢中
間省略登記請求権について｣民事研修184号 (昭和47年)23頁--- 〔所収〕
『物権変動論』(有斐閣,昭和54年)163貢,宮崎俊行 ｢中間省略登記について
の若干の考察｣法学研究 (慶応大)44巻 1号 (昭和46年) 1頁,半田正夫①
｢中間省略登記｣遠藤浩-川井健-西原道雄 (編)『(演習法律学大系4)演習
民法 (総則 ･物権)』(青林書院,昭和46年)333貢,同② ｢中間省略登記｣遠
藤浩-川井健-西原道雄 (編)『(新演習法律学講座 4)演習民法 (総則 ･物
檀)』(青林書院,平成元年)365貢-- 〔所収〕『補講民法学』(一粒社,平成
元年)54頁,同③ ｢中間省略登記の効力と登記請求権｣民事研修207号 (昭和
47年)44頁-- 〔所収〕『不動産取引法の研究』(勤葦書房,昭和55年)142
負,同④ ｢中間省略登記｣半田正夫 (編)『民法演習一 総則 ･物権 ･担保物
権』(三嶺書房,平成 4年)122貢,甲斐遺太郎 ｢中間省略登記｣法セ199号
(昭和47年)104貢-- 〔所収〕『不動産法の現代的展開』(法律文化社,昭和
61年)44頁,吉永順作 ｢中間省略と登記の有効要件｣登記研究309号 (昭和48
年) 7頁,310号 2貢,林良平 ｢中間省略登記の効力｣登記先例解説集15巻 3
号 (昭和50年)55貢-- 〔所収〕『近代法における物権と債権の交錯』(有信
堂高文社,平成元年)92貢,安武敏夫① ｢中間省略登記の有効性について(1)
～ (2･完)｣龍谷法学8巻 1号 (昭和50年) 1貢, 8巻 3･4号 (昭和51年)
59貢,同② ｢中間省略登記｣法学教室65号 (昭和61年)17頁,高木多善男①
｢中間省略登記のできる場合｣幾代通-宮脇幸彦-賀集唱-枇杷田泰助-吉野
衛-浦野雄幸 (編)『不動産登記講座 Ⅰ総論(1)』(日本評論社,昭和51年)91
戻-- 〔所収〕『不動産法の研究』(成文堂,昭和56年) 1頁,同② ｢中間省
略登記の効力｣前掲 『不動産登記講座 Ⅰ総論(1)』115頁-- 〔所収〕前掲 『不
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動産法の研究』26頁,宮崎直見 ｢中間省略登記の申請手続｣前掲 『不動産登
記講座 Ⅰ総論(1)』129頁,今野勝彦 ｢中間省略登記とその効力｣手形研究249
号 (昭和51年)39頁,伊東秀郎 ｢中間省略登記(1)～(5)(不動産登記の基礎知識
1-5)｣登記研究339号 (昭和51年)25頁,340号25頁,341号31頁,342号29
貢,350号37頁,遠藤浩 ｢中間省略の登記｣石田喜久夫 (編)『判例と学説 ･
民法 Ⅰ (総則 ･物権)』(日本評論社,昭和52年)185貢,宮平魂秀 ｢中間省略
登記請求権に関する一考察｣沖縄法学 9号 (昭和56年)93頁,国府新助 ｢中
間省略登記についての一考察｣明治大学大学院紀要19巻 1号 (昭和57年)87
貢,石塚昇 ｢中間省略登記 (司法書士の実務と理論 2)｣法セ384号 (31巻12
早,昭和61年)112頁･･･- 〔所収〕江藤析泰 (宿)『司法書士の実務と理論』
(日本評論社,平成 3年)95頁,月岡利男 ｢中間省略登記請求権となされた中
間省略登記の効力｣林良平-安永正昭 (編)『Handbook民法 Ⅰ総則 ･物権』
(有信望高文社,昭和62年)169頁,大野秀夫 ｢中間省略登記の抹消請求｣森
泉章教授還暦記念論集 『現代判例民法学の課題』(法学書院,昭和63年)221
戻,小口哲男-清水湛 (監修)｢中間省略登記を命ずる判決の取扱い- 特に
中間もしくは最終の登記原因に相続が含まれる場合 (昭和39年 8月28日民事
甲第2885号民事局長通達の理解をめぐって)(不動産登記実務懇談会レポート
1)｣登記先例解説集327号 (29巻 2号)(平成元年) 6貢,菱田徳太郎-松本
政雄-杉浦進-斎木賢二-西川雄二-村上秀雄① ｢いわゆる中間省略登記の
問題点の検討と具体的対応について (中間答申)｣司法の窓 (東京司法書士会
会報)71号 (平成元年)117頁,同② ｢いわゆる中間省略登記の問題点の検討
と具体的対応について (最終答申)｣司法の窓 (東京司法書士会会報)73号
(平成2年)89頁,小西伸男 ｢素描 ･中間省略登記- 司法書士執務における
アンビバレント克服のために- (上)｣月報司法書士222号 (平成 2年)22
頁,吉田宗弘 ｢中間省略登記をめぐる諸問題- 重要判例 ･先例を中心に-
11)～ (6･完)｣登記先例解説集339号 (30巻2号,平成 2年)36頁,342号
(30巻 5号)38頁,345号 (30巻 8号)75頁,347号 (30巻10号)63頁,349号
(30巻12号)78頁,355号 (31巻 6号,平成 3年)33貢,堀田泰司 ｢中間省略
登記｣下森定-須永醇 (監修)『物権法重要論点研究』(酒井書店,平成 3年)
43頁,信濃孝一 ｢中間省略登記｣岡崎彰夫-白石悦穂 (編)『裁判実務大系(12)
不動産登記訴訟』(青林書院,平成4年)35頁,近藤義邦 ｢中間省略登記不同
意を理由とする所有権移転登記抹消請求｣前掲 『裁判実務大系(12)不動産登記
訴訟』330頁,飛沢隆志 ｢中間省略登記請求権の諸問題｣香川最高裁判事退官
記念論文集 『民法と登記 (上)』(ティ-ン,平成5年)294貢,西田幸示 ｢被
相続人甲所有の不動産につき相続人乙が第三者丙に譲渡した場合に,乙が相
続登記を経ないで,相続後の日付で甲から丙への所有権移転登記を経由した
場合,丙のための所有権移転登記は有効か｣香川最高裁判事退官記念論文集
『民法と登記 (中)』(ティ-ン,平成 5年)443貢,坂巻豊 ｢中間者の同意な
くしてなされた登記の効力｣前掲 『民法と登記 (中)』461貢,小林久起 ｢中
間省略登記をめぐる実務上の論点 (民法の実務上の論点1)｣民事法情報88号
(平成6年)48頁,山本進一 ｢中間省略登記請求権について｣法律論叢 (明治
大)67巻 2･3号 (平成 7年)301貢,山野目章夫 ｢中間省略登記 (ボンヌ･
シャンス物権法 5)｣法セ488号 (40巻 8号,平成 7年)84頁--･〔所収〕『初
歩からはじめる物権法 (第 5版)』(日本評論社,平成19年)43貢,山川一陽
① ｢中間省略登記｣小野幸二教授還暦記念論集 『21世紀の民法』(法学書院,
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平成 8年)66頁,同② ｢中間省略登記｣月刊警察ヴァリアント17巻12号 (辛
成11年)52貢,同③ ｢登記請求権と中間省略登記請求｣民事法情報190号 (辛
成14年)105貢,同④ ｢中間省略登記の効果｣月刊警察ヴァリアント20巻 8号
(平成14年)40頁,鎌田薫① ｢登記請求権｣『分析と展開 ･民法 Ⅰ総則 ･物権
(第 2版)』(弘文堂,平成 9年)187頁,同② ｢中間省略登記をめぐって (法
窓一言)｣登記情報524号 (45巻 7号,平成17年) 1頁,李載鎮 ｢中間省略登
記の法理｣比較法学30巻 2号 (平成 9年) 1貢,高昌絃-李馨杓 ｢中間省略
登記の有効性と登記請求権 (講演)｣比較法学31巻 2号 (平成10年)93頁,成
田博 ｢中間省略登記｣鎌田薫-寺田逸郎-小池信行 (編)『新不動産登記講座
3総論Ⅲ』(日本評論社,平成10年)357貢,山口国夫 ｢中間省略登記の効力｣
清和法学研究 6巻 1号 (平成11年)45頁,吉野衛 ｢変則登記 2題(1)～(2)｣登
記インターネット14号 (3巻 1号,平成13年)96頁,15号 (3巻 2号)112貢,
山口智啓 ｢重要判例にみる不動産登記実務基礎講座 (その 1)(その2)｣登
記情報493号 (42巻12号,平成14年)108貢,494号 (43巻 1号,平成15年)90
貢,｢新不動産登記法と中間省略登記 (登記簿)｣登記研究690号 (平成17年)
211貢,奈藤玲子 ｢司法 ･行政相互の ｢中間省略登記｣の矛盾<論壇>｣週間
法律新聞1651号 (平成17年) 2貢,H･M ｢中間省略登記の新たな手法?
(登記官の窓)｣登記インターネット72号 (7巻11号,平成17年)136頁,S
｢中間省略登記と契約当事者の意思の実現 (司法書士の生活と意見)｣法セ610
号 (平成17年)85貢,鎌田薫-道垣内弘人-安永正昭-始関正光-松岡久
和-山野冒章夫-河合芳光-奈木賢二 ｢不動産登記法改正①② (不動産法セ
ミナー1-2)｣ジュリ1289号 (平成17年)132頁,1292号64頁,鎌田薫-寺
田逸郎-松岡久和-始関正光-道垣内弘人-安永正昭-三上徹 ｢登記による
公示内容とその意義 (上)(下)(不動産法セミナー9-10)｣ジュリ1302号
(平成17年)72貢,1303号114頁,加藤俊明 ｢中間省略登記申請の可否の問題
<先例と実務の陰路を問う>｣市民と法36号 (平成17年)93頁,中島佑介
｢新不動産登記法における中間省略登記の可能性- 中間省略登記に関する平
成17年施行不動産登記法の解釈と民法理論による代替契約を中心として｣大
東法政論集14号 (平成18年) 3貢,夏見聡 ｢中間省略登記に関する一考察一
一売買による所有権移転において (第7回日韓パートナーシップ研修実務研究
課題)(みんけんプラザ)｣民事研修590号 (平成18年)49頁｡

(39) 同判決の当該部分の判旨は,次のようなものであった｡｢原審は,その認定
のごとき事実関係の下において,中間省略登記につきBの同意がなかったか
らといって,Bがこれを理由として本件登記の抹消を訴求するについての法
律上の利益を認めがたく,本訴請求は失当である旨を判示したに止まり,中
間省略登記の効力,要件等につき所論のように,引用の判例 〔【3】【11】〕と
異なる判断を示したものとは認められない｡｣｡一方,｢法律上の利益｣の有無
の判断要素であるところの,｢原審認定のごとき事実関係｣に関する判事部分
は,以下のようなものである｡｢原審は,本件登記につきいわゆる中間者であ
るBの本件家屋の譲渡前後の事情,経過を詳述し,BはA組合より本件家屋
を未登記のまま承継取得して自ら所有する期間これを登記 しようとしたこと
なく,登記方を他人に依頼することもなく,未登記のまま何ら不満を感ぜず
経過し,これをCに譲渡するに当っても,単に所有権を与えてその対価を収
得することをもって満足し,不動産を何人の名をもって保有登記をなすや等
既登記不動産とする点に関しては重も関心なく,話題となすこともなかった
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こと及びBは自己名義を登記に登載することを要するがごとき利益もまた何
らなかったことを認めるに十分であった旨を認定 し,更にBの本訴を提起 し
た動機についても,何 ら自己自身の利益を守る目的に非 らずして,ただCが
〔D･Eに〕二重譲渡 したことを聞知 し,その譲受人の 1人であるDをもって
正当の権利者と解 し,これに責任ありと感 じてD名義の登記を実現するため
E名義の登記を抹消 しようとするにあることは, B本人の供述により明らか
である旨を認定 している｣｡すなわち,判 旨にいう中間者の ｢法律上の利益｣
の内容は,学説におけるような代金債権との同時履行の確保にとどまらない
のであり,中間者が,上記原審認定のような状況を満たす事例は,おそらく
きわめて少ないであろう｡

(40) 【10】判決の判旨は,次のようにいう｡｢甲力自己所有ノ不動産ヲ乙二譲渡
シ乙-更二之ヲ丙二移転 シタル場合二於テ甲ヨリ乙乙ヨリ丙二順次所有権ノ
移転登記ヲ為スノ手続ヲ省略シ当事者間ノ特約二基キ甲ヨリ直接二丙二移転
登記 ヲ為スモ其登記タルヤ不動産二関スル現在ノ真実ナル権利状態ヲ公示シ
登記ノ立法上ノ目的ヲ達スル二足ルモノナルヲ以テ之ヲ無効ナリト謂ウヲ得
ス従テ又斯ノ如キ登記 ヲ為スコトヲ目的 トスル契約力法令ノ規定二反スルニ
アラス公ノ秩序又-善良ノ風俗二反スルモノニアラス全然有効ナルモノナル
コト-従来本院判例ノ示ス所ナリ (大正 5年 (オ)第492号同年 9月12日判決
〔- 【5】〕大正 8年 (オ)第659号同年10月20日判決 〔-【8】〕大正 9年 (オ)
第127号同年 7月23日判決 〔- 【9】〕参照)尚前示契約タルヤ登記法ノ定ムル
所二従イ登記 ヲ為スコトヲ目的 トスルモノニシテ上告人主張ノ如ク敢テ虚偽
ノ陳述ヲ為スニ非サレ-其履行ヲ為スコト能ワサルモノニアラス又右ノ如ク
甲ヨリ乙二乙ヨリ丙二順次所有権移転登記ヲ為スノ手続ヲ省略シ甲ヨリ丙二
直接二移転登記 ヲ為スモ其中間者タル乙ハ上告人ノ謂ウカ如ク不当二登録税

ヲ免ルルモノト謂り可カラス何 トナレハ元来所有権ノ移転-之ヲ登記スルニ
アラサレ-第三者二対抗スルヲ得サルニ止マリ法律上必ス登記ヲ為スコトヲ
要スルモノニ非ス其登記 ヲ為ス ト否 ト-全ク当事者ノ自由範囲二属スルモノ
ナレ-ナリ又上告人ノ引用二係ル当院大正 8年 (れ)第2525号同年12月23日
宣告ノ判決-単二虚偽ノ事実ヲ記載 シタル登記申請書ヲ提出シ之こヨリ登記
官吏ヲシテ不実ノ記載ヲ為サシメタル行為-刑法第157条所定ノ罪ヲ構成スル
モノナルコトヲ判示スルニ止マリ前段説明ノ如キ旨趣ノ契約及之こ基キ為シ
タル登記 ヲ無効 トスルモノこアラサルコト明ナリ而 シテ前示本院判例ノ認ム
ル法理-本件ノ如ク特許権ノ移転登録ノ場合ニモ全然適用セラルへキモノト
解スルヲ相当 トス故二原院力本件特許権名義ヲ上告人ヨリ直接被上告会社へ
移転スへキ旨ノ契約ヲ有効ナリト判示 シタルハ相当ニシテ本論旨ハ其理由ナ
キモノト謂ワサルヲ得ス｣｡

(41) 河合芳光 『逐条不動産登記令』 (金融財政事情研究会,平成17年)77貢
｢(参考)登記原因証明情報といわゆる中間省略登記について｣｡

(九州大学大学院法学研究院教授)
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