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＜問題編＞
☆不動産登記法
□０１ 相続登記と分筆登記につき同時に申請があった場合，その受付は分筆登記を先にしな
ければならない。
□０２ 市町村長の職務代行者が交付した戸籍謄抄本の認証文を提供して相続登記を申請する
場合，当該認証文につき，職務代行者である旨の記載があることを要しない。
□０３ 危難失踪者を被相続人として相続登記を申請する場合における登記原因の日付は，失
踪宣告を受けた日としなければならない。
□０４ 特定遺贈の目的である土地の一部が受遺者により放棄された場合，その部分を分筆し
た上で，放棄されていない土地について遺贈の登記を申請することができる。
□０５ 在米外日本人の「相続分がないことの証明書」及び「居住証明」としてアメリカ合衆
国公証人が作成した証明書を提供し，登記の申請をすることができる。
□０６ 官公署が代位による相続の登記を相続分のない旨の証明書を提供して嘱託する場合に
おいて，当該証明書に本人の署名に相違ない旨の登記嘱託者の奥書証明があっても，証
明書作成者の印鑑証明書の提供を省略することはできない。
□０７ 米国に在住する日本国籍を喪失した元日本人が，
「相続分なきことの証明書」にする
署名については，当該署名が署名者本人のものに相違ない旨の現地公証人の証明があれ
ば，外国文字のみ若しくは日本文字を並記したものであっても，差し支えない。
□０８ 相続登記の申請情報と併せて提供された相続放棄申述受理証明書及び戸籍謄本によれ
ば，受理審判の日の前日に申述人の一人が死亡していることが明らかな場合，当該相続
登記を申請することはできない。
□０９ Ａへの相続登記がされた後に他の相続人Ｂから所有権の一部につき遺留分減殺請求が
あった場合，更正登記ではなく一部移転の登記を申請しなければならない。
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□１０ 甲土地の所有者Ａが死亡したが，相続人が不存在のため甲土地は亡Ａ相続財産に氏名
変更されている。しかし，相続人捜索公告により相続人Ｂの存在が判明した。Ｂが相続
登記を申請するには，前提として亡Ａ相続財産法人への氏名変更登記を抹消しなければ
ならない。
□１１ Ａが死亡した場合，Ａの父Ｂと母Ｃは，Ａの配偶者Ｄ及び直系卑属Ｅが特別受益者で
ある旨を証明する情報を提供して，自己に相続させる相続登記を申請することができる。
□１２ 相続人の一人から選任された不在者財産管理人による当該相続人の特別受益を証明し
た書面を添付した場合，他の相続人は，自己への相続登記を申請することができる。
□１３ 甲が死亡し，その相続人がＡ及びＢである場合において。Ｂの債権者Ｘは，債権者代
位で相続によるＡＢへの所有権移転登記を申請した。その後Ｂが相続放棄をしたときは，
Ｘは単独でＢへの更正登記を申請することができる。
□１４ 取締役の利益相反取引について取締役会の承認を要するとして，会社法第 370 条に規
定する取締役会の決議があったとみなされた場合，当該取締役会議事録は，利益相反取
引を原因とする物権変動に係る登記を申請する場合，第三者の承諾を証する情報とする
ことができる。
□１５ 地縁団体が認可を受ける前に売買等により取得した不動産につき，その売主等から直
接認可地縁団体名義に売買等による所有権の移転の登記をすることができるが，地方自
治法第 260 条の 39 第 2 項の規定による所有権の移転の登記をすることはできない。
□１６ 先順位で登記された根抵当権設定の仮登記に後れて登記された賃借権の登記を優先さ
せる同意の登記の申請は，することができず，先順位で登記された根抵当権の登記に後
れて登記された賃借権の仮登記を優先させる同意の登記の申請も，することができない。
□１７ 工場財団は，信託の対象として，その登記を申請することができる。
□１８ 甲が所有権の登記名義人である不動産について，第三者乙の死亡を始期とする丙への
始期付所有権移転の仮登記の申請は，することができる。
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□１９ 甲乙間で地上権設定代金全額の支払完了時に，乙を地上権者とする地上権設定の効力
が生ずる旨の条件付地上権設定契約を締結したが，その条件成就前に乙から地上権者の
地位の移転を受けた丙は，条件が成就したときは，丙を地上権者とする地上権設定の登
記を申請することができる。
□２０ 代襲相続人が被代襲者からその相続分を超える財産の贈与を受けている場合，贈与の
時期が被代襲者の死亡より後である場合に限って，民法第 903 条が適用され，当該代襲
相続人を除いた他の相続人への相続登記を申請することができる。
□２１ 共同相続人がＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄである場合に，Ａ・ＢがＣに相続分を譲渡したうえで，
Ｃ・Ｄ間で不動産はＤが取得する旨の遺産分割協議が成立したときは，Ａ・Ｂの相続分
譲渡証明書及びＣ・Ｄ間の遺産分割協議書を添付すれば，いったん法定相続分による相
続登記をすることなく，直ちにＤの単独名義の相続登記を申請することができる。
□２２ 遺言者Ａが，法定相続人のうち子Ｂに対して，
「甲不動産はＢに相続させる」旨の遺
言をし死亡した場合において，Ａよりも先にＢが死亡していたときは，Ｂの子Ｃは，当
該遺言に「Ｂが先に死亡した場合は，Ｃに相続させる」旨の文言がなくとも，甲不動産
について相続を原因とする移転登記を申請することができる。
□２３ 遺言者Ａが，
「甲土地を妻Ｂと子Ｃに対しそれぞれ 2 分の 1 ずつ相続させる」旨の遺
言をしたが，Ａよりも先にＢが死亡し，その後Ａが甲土地の持分 2 分の 1 を第三者に売
却しその旨の登記を経由したときは，Ｃは，当該遺言に基づき相続を原因として甲土地
の持分 2 分の 1 について移転登記を申請することができる。
□２４ 遺留分減殺請求を原因として持分一部移転登記がされた後，遺留分減殺請求の撤回，
取消し又は当事者間における和解若しくは調停の成立があった場合，当該持分一部移転
登記は，｢年月日遺留分減殺請求撤回(又は取消)｣又は｢年月日和解(又は調停)｣を原因と
して抹消することができる。
□２５ 相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した相続人を除外して相続の登記
を申請することができる。
□２６ 遺産分割協議により，相続人の中から登記申請義務を承継する者を定めることはでき
ない。
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□２７ 登記義務者の相続人が数人いる場合において，相続人のうち民法 903 条の特別受益者
に該当する者を除外して登記申請をすることができる。
□２８ 権利能力なき社団が所有する不動産について，
「委任の終了」を登記原因として代表
者の変更による所有権の移転登記がなされている場合，当該代表者が死亡した場合には
相続を原因とする所有権移転登記を申請することができる。
□２９ 買戻特約の登記において，買戻期間が 5 年のところを誤って 3 年と登記された場合の
更正登記は，登記上の利害関係人が存在するときは，その者の承諾を証する情報又はこ
れに代わる裁判の謄本が提供されない限り，主登記でしなければならない。
□３０ 買戻しを原因とする所有権移転登記の申請は，登記原因日付が買戻期間経過前である
場合には，買戻期間経過後に申請がなされた場合であっても受理される。
□３１ 買戻権行使による所有権の移転登記をした際に，当該買戻特約付の売買による所有権
の移転登記後になされた登記された買戻権を目的とする滞納処分による差押登記は，当
該債権者の承諾を証する情報を提供することなく，職権で抹消することができる。
□３２ ＢがＡから買戻特約付の売買による所有権の移転登記を経た後に，さらにＣに転売し
てその旨の所有権の移転登記をしたときは，その後買戻特約の登記を抹消する際の登記
権利者はＢである。
□３３ 同一不動産上に登記された，買戻権者を同一とし，買主を異にする数個の買戻特約の
登記の抹消の申請は，登記原因及びその日付が同一である場合，一の申請情報で申請す
ることができる。
□３４ 贈与を受けた者が意思能力を有する未成年者である場合の贈与を登記原因とする所有
権の移転登記の申請は，当該未成年者又はその法定代理人のいずれからもすることがで
きる。
□３５ 相続人廃除の旨の記載はあるが，廃除の理由の記載がない戸籍謄本を登記原因証明情
報として提供して，その者を相続人から除外した相続登記を申請することはできない。
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□３６ 相続による所有権の移転の登記を申請する場合において，戸籍簿が震災により滅失し
たため登記原因証明情報として被相続人の戸籍謄本等を提供することができないときに
は，市町村長の｢戸籍謄本等を提供できない｣旨の証明書及び，相続人全員による｢他に
相続人はいない｣旨の印鑑証明書付の証明書の提供がなければ，当該相続登記の申請を
することができない。

☆商業登記法
□３７ 合同会社の設立登記を申請する場合において,社員が 1 名であるときであっても,代表
社員の就任承諾書を添付しなければならない。
□３８ 社会福祉法人の設立登記を申請する場合において，資産の総額は登記事項である。
□３９ 合資会社の有限責任社員が死亡した場合は，その相続人が当然に持分を承継し社員と
して加入することになり，遺産分割協議によって特定の相続人のみを社員として加入さ
せる旨の登記の申請をすることはできない。
□４０ 取締役の重任登記を申請する場合において，重任する当該取締役が電話会議システム
により出席しており，この電話会議システムを用いて就任承諾意思を表明し，
「被選任
者は即時就任を承諾した」旨の記載がある株主総会議事録は，就任を承諾したことを証
する書面として援用することができる。
□４１ 会社法人等番号は，株式会社，合名会社，合資会社，合同会社及び外国会社につき新
たに登記記録を起こすときに記録され，商号使用者，未成年者，後見人及び支配人につ
き新たに登記記録を起こすときには記録されない。
□４２ 商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならない場
合において，申請書に会社法人等番号を記載した場合には，当該登記事項証明書の添付
を要しない。
□４３ 法人である代理人が登記を申請する際に添付する代理権限証明情報の一部である当該
法人の代表者の資格を証する書面は，申請書に当該法人の会社法人等番号が記載されて
いても，添付を省略することはできない。
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□４４ 印鑑の提出，印鑑カードの交付請求等の登記の申請以外の手続において登記事項証明
書等を添付しなければならない場合であっても，届出書等に会社法人等番号を記載すれ
ば，これを添付することを要しない。
□４５ 登記簿上,存続期間が満了している株式会社については,休眠整理の対象とはならない。
□４６ 破産手続開始の登記がされている株式会社,一般社団法人,又は一般財団法人について
は,破産手続開始の取消しの登記がされている場合であっても,休眠整理の対象とはなら
ない。
□４７ 会社法第 472 条第 1 項に規定する事業を廃止していない旨の届出を代理人によって,
するときは,代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。

☆供託法
□４８ 受領拒否を理由として供託をするには，債権者があらかじめ受領を拒絶している場合
においても，弁済供託の前提として現実の提供をしていることを要する。
□４９ 持参債務について，債務者が弁済をしようとして債権者宅に電話で在宅の有無を確認
したところ，家人から不在のため受領できない旨の回答を得た場合でも，受領不能を理
由として供託をすることができる。
□５０ 債権者が死亡し，相続が開始したことを債務者が知っている場合は，その相続関係が
不明であっても，それは事実上の理由にすぎないため，債権者不確知を理由とする弁済
供託をすることはできない。
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＜問題・解説編＞
☆不動産登記法
【登記研究８１８号】
□０１ 相続登記と分筆登記につき同時に申請があった場合，その受付は分筆登記を先にしな
ければならない。
× 相続登記と分筆登記につき同時に申請がある場合，その受付はいずれを先にしても
差し支えない（昭 29.9.3 民甲 1834，登研 818P.60，登研 83）
。従って，本肢は誤って
いる。
□０２ 市町村長の職務代行者が交付した戸籍謄抄本の認証文を提供して相続登記を申請する
場合，当該認証文につき，職務代行者である旨の記載があることを要しない。
× 市町村長の職務代行者が交付した戸籍謄抄本の認証文につき，職務代行者である旨
の記載をするのが相当である（昭 30.6.3 民甲 1130，登研 818P.61）
。従って，本肢は
誤っている。
□０３ 危難失踪者を被相続人として相続登記を申請する場合における登記原因の日付は，失
踪宣告を受けた日としなければならない。
× 危難失踪者の相続登記の登記原因の日付は，危難の去った日とするのが相当である
（昭 37.6.15 民甲 1606，登研 818P.65，登研 176）
。従って，本肢は誤っている。
□０４ 特定遺贈の目的である土地の一部が受遺者により放棄された場合，その部分を分筆し
た上で，放棄されていない土地について遺贈の登記を申請することができる。
○ 特定遺贈の目的である土地の一部が受遺者により放棄された場合，その部分を分筆
した上で，放棄されていない土地について遺贈の登記を申請することができる（昭
40.7.31 民甲 1899，登研 818P.66，登研 215）
。従って，本肢は正しい。
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□０５ 在米外日本人の「相続分がないことの証明書」及び「居住証明」としてアメリカ合衆
国公証人が作成した証明書を提供し，登記の申請をすることができる。
○ 在米外日本人の「相続分がないことの証明書」及び「居住証明」としてアメリカ合
衆国公証人が作成した証明書を提供した場合，登記の申請を受理して差し支えない
（昭 40.8.5 民甲 1966，登研 818P.67，登研 214）
。従って，本肢は正しい。
□０６ 官公署が代位による相続の登記を相続分のない旨の証明書を提供して嘱託する場合に
おいて，当該証明書に本人の署名に相違ない旨の登記嘱託者の奥書証明があっても，証
明書作成者の印鑑証明書の提供を省略することはできない。
× 官公署が代位による相続の登記を相続分のない旨の証明書を提供して嘱託する場合
において，当該証明書に本人の署名に相違ない旨の登記嘱託者の奥書証明があれば，
証明書作成者の印鑑証明書の提供を省略して差し支えない（昭 42.2.10 民甲 294，登研
818P.68，登研 233）
。従って，本肢は誤っている。
□０７ 米国に在住する日本国籍を喪失した元日本人が，
「相続分なきことの証明書」にする
署名については，当該署名が署名者本人のものに相違ない旨の現地公証人の証明があれ
ば，外国文字のみ若しくは日本文字を並記したものであっても，差し支えない。
○ 米国に在住する日本国籍を喪失した元日本人が，
「相続分なきことの証明書」にする
署名については，当該署名が署名者本人のものに相違ない旨の現地公証人の証明があ
れば，外国文字のみ若しくは日本文字を並記したものであっても，差し支えない。な
お，当該各文書の原文は，外国語により作成したものでも差し支えない（昭 46.11.2
民 3.303，登研 818P.69，登研 289）
。従って，本肢は正しい。
□０８ 相続登記の申請情報と併せて提供された相続放棄申述受理証明書及び戸籍謄本によれ
ば，受理審判の日の前日に申述人の一人が死亡していることが明らかな場合，当該相続
登記を申請することはできない。
× 相続登記の申請情報と併せて提供された相続放棄申述受理証明書及び戸籍謄本によ
れば，受理審判の日の前日に申述人の一人が死亡していることが明らかな場合であっ
ても，当該相続登記の申請は受理するのが相当である（昭 47.5.2 民甲 1776，登研
818P.70，登研 295）
。従って，本肢は誤っている。
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□０９ Ａへの相続登記がされた後に他の相続人Ｂから所有権の一部につき遺留分減殺請求が
あった場合，更正登記ではなく一部移転の登記を申請しなければならない。
○ 遺留分を害する被相続人の遺贈や贈与があっても，遺留分権利者が減殺請求するこ
とが認められているだけであり(民法 1031 条)，当該遺贈や贈与の効果が無効となるも
のではない。相続登記が完了しているならば，更正登記ではなく新たな物権変動とし
て移転登記を申請すべきである(登研 818P.83，登研 83)。従って，本肢は正しい。
□１０ 甲土地の所有者Ａが死亡したが，相続人が不存在のため甲土地は亡Ａ相続財産に氏名
変更されている。しかし，相続人捜索公告により相続人Ｂの存在が判明した。Ｂが相続
登記を申請するには，前提として亡Ａ相続財産法人への氏名変更登記を抹消しなければ
ならない。
× 相続財産法人名義の不動産について相続登記を申請する場合であっても，前提とし
て当該相続財産法人名義の付記登記を抹消することを要しない(登研 818P.97，登研
311)。よって，Ｂは亡Ａ相続財産法人への氏名変更登記を抹消することなく，自己へ
の相続登記を申請することができる。相続財産法人はＢの出現により成立しなかった
ものとみなされるが(民法 955 条本文)，相続財産の管理人がその権限内でした行為の
効力を妨げない(民法 955 条ただし書)ことから，相続財産管理人が申請した亡Ａ相続
財産への氏名変更登記の抹消は不要である。従って，本肢は誤っている。
□１１ Ａが死亡した場合，Ａの父Ｂと母Ｃは，Ａの配偶者Ｄ及び直系卑属Ｅが特別受益者で
ある旨を証明する情報を提供して，自己に相続させる相続登記を申請することができる。
× 特別受益はあくまでも共同相続人間の相続分を計るものであり，特別受益者は相続
適格自体を失うわけではない(民法 903 条)。第一順位の相続人であるＤ及びＥが存在
してＢ及びＣは相続人とはならないため，特別受益証明を添付しても当該相続登記の
申請は受理されない(登研 818P.100，登研 386)。従って，本肢は誤っている。
□１２ 相続人の一人から選任された不在者財産管理人による当該相続人の特別受益を証明し
た書面を添付した場合，他の相続人は，自己への相続登記を申請することができる。
× 不在者の財産管理人がなした特別受益証明書を添付した相続登記は受理できない(登
研 818P.104，登研 450)。現在の不在者財産管理人が，不在者の過去の特別受益につい
ても把握しているとは限らないからである。従って，本肢は誤っている。
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□１３ 甲が死亡し，その相続人がＡ及びＢである場合において。Ｂの債権者Ｘは，債権者代
位で相続によるＡＢへの所有権移転登記を申請した。その後Ｂが相続放棄をしたときは，
Ｘは単独でＢへの更正登記を申請することができる。
× 債権者代位による相続登記完了後，共同相続人の一人が相続放棄をした場合の登記
手続は，登記権利者，登記義務者による共同申請によるべきである(登研 818P.105，登
研 461)。本肢の場合，Ａを権利者，Ｂを義務者として更正登記を申請し，その際に債
権者Ｘは利害関係人となる。従って，本肢は誤っている。なお，Ａが相続放棄をした
場合であってもＸは利害関係人となる。ＸがＡＢどちらの債権者であるのかは，登記
記録上からは判明しないからである。
□１４ 取締役の利益相反取引について取締役会の承認を要するとして，会社法第 370 条に規
定する取締役会の決議があったとみなされた場合，当該取締役会議事録は，利益相反取
引を原因とする物権変動に係る登記を申請する場合，第三者の承諾を証する情報とする
ことができる。
○ 取締役会設置会社において，取締役利益相反取引をする場合，当該取締役は取締役
会の承認を受けなければならない（会社法 356 条 1 項，365 条 1 項）
。しかし，定款に
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案し，当該提案につき取締役の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，取締役会の決議が
あったものとみなすことができる旨の定め（会社法 370 条）があれば，取締役会を開
かず，当該利益相反の承認も取締役会の決議があったものとみなすことができる。そ
して，この場合の取締役会議事録は，第三者の承諾を証する情報として添付書面とす
ることができる（平 18.3.29 民 2.755，登研 818P.151）
。従って，本肢は正しい。
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【登記研究８１７号】
□１５ 地縁団体が認可を受ける前に売買等により取得した不動産につき，その売主等から直
接認可地縁団体名義に売買等による所有権の移転の登記をすることができるが，地方自
治法第 260 条の 39 第 2 項の規定による所有権の移転の登記をすることはできない。
○ 権利能力なき社団である地縁団体が認可を受ける前に売買等により不動産の所有権
を取得後，所有権の移転の登記申請時までに地方自治法第 260 条の 2 第 1 項の市町村
長の認可を受けている場合には，不動産を取得した権利能力なき社団である地縁団体
と当該認可を受けた地縁団体（以下「認可地縁団体」という）とに同一性が認められ
れば，その売主等から直接当該認可地縁団体名義に売買等による所有権の移転の登記
をすることができるが（平 16.1.21 民 2.146）
，地方自治法第 260 条の 38 及び第 260 条
の 39 による登記申請の特例は，過去に地縁団体の代表者名義等で登記されたものの，
認可地縁団体が所有し続けている不動産を適用の対象として想定しているため，設問
の事案においては，地方自治法第 260 条の 39 第 2 項の規定による所有権の移転の登記
をすることはできない（登研 817P.187）
。従って，本肢は正しい。

【登記研究８１６号】
□１６ 先順位で登記された根抵当権設定の仮登記に後れて登記された賃借権の登記を優先さ
せる同意の登記の申請は，することができず，先順位で登記された根抵当権の登記に後
れて登記された賃借権の仮登記を優先させる同意の登記の申請も，することができない。
× 登記した賃借権は，その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意し，
かつ，その同意の登記があるときは，その同意をした抵当権者に対抗できるとしてい
る（民法 387 条 1 項）
。この場合の「登記をした抵当権」には，根抵当権も含まれるし，
「登記をした賃借権」には，賃借権の仮登記も含まれると解されている。よって，ど
ちらの場合も申請することができる（登研 816P.62，登研 710，登研 686）
。従って，本
肢は誤っている。
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□１７ 工場財団は，信託の対象として，その登記を申請することができる。
× 工場財団は，抵当権者の同意を得てこれを賃貸する場合を除き，所有権及び抵当権
以外の権利の目的とすることができない（工場抵当法 14 条 2 項）から，信託の対象と
なる財産には含まれない（登研 816P.63，登研 785）
。従って，本肢は誤っている。
□１８ 甲が所有権の登記名義人である不動産について，第三者乙の死亡を始期とする丙への
始期付所有権移転の仮登記の申請は，することができる。
○ このような始期付所有権移転の仮登記の申請は，始期が将来確定することが見込ま
れ，かつ，第三者の死亡を停止条件とする契約が公序良俗に反するとはいえないこと
から，その申請は受理される（登研 816P.62，登研 709）
。従って，本肢は正しい。
□１９ 甲乙間で地上権設定代金全額の支払完了時に，乙を地上権者とする地上権設定の効力
が生ずる旨の条件付地上権設定契約を締結したが，その条件成就前に乙から地上権者の
地位の移転を受けた丙は，条件が成就したときは，丙を地上権者とする地上権設定の登
記を申請することができる。
○ 甲所有の土地について，乙が設定代金全額の支払を完了したときに，乙を地上権者
とする地上権が設定されるとする契約が甲乙間で締結されていたが，支払完了前に甲
の承諾を受けた上で，丙が乙から地上権者の地位の譲渡を受けていた場合，丙が甲に
対し，代金全額の支払を完了すれば，丙を権利者とする地上権設定登記を申請するこ
とができる（登研 816P.62，登研 719）
。従って，本肢は正しい。
□２０ 代襲相続人が被代襲者からその相続分を超える財産の贈与を受けている場合，贈与の
時期が被代襲者の死亡より後である場合に限って，民法第 903 条が適用され，当該代襲
相続人を除いた他の相続人への相続登記を申請することができる。
× 代襲相続人が被相続人から財産の贈与を受けている場合，その贈与の時期が被代襲
者の死亡より前であると後であるとを問わず，民法 903 条が適用される（登研 816P,97，
登研 169）
。よって，贈与の時期が被代襲者の死亡より前であるときも，代襲相続人は
民法 903 条に規定する特別受益者であるといえ，当該代襲相続人を除いた他の相続人
への相続登記を申請することができる。従って，本記述は誤っている。
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□２１ 共同相続人がＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄである場合に，Ａ・ＢがＣに相続分を譲渡したうえで，
Ｃ・Ｄ間で不動産はＤが取得する旨の遺産分割協議が成立したときは，Ａ・Ｂの相続分
譲渡証明書及びＣ・Ｄ間の遺産分割協議書を添付すれば，いったん法定相続分による相
続登記をすることなく，直ちにＤの単独名義の相続登記を申請することができる。
○ 本肢のような相続分譲渡及び遺産分割協議があった場合，不動産の単独所有者と
なった相続人は，相続分を譲渡した相続人の相続分譲渡証明書及び遺産分割協議書を
添付して，被相続人から自己への相続登記を申請することができる（昭 59.10.15 民
3.5195，登研 816P.90，登研 444）
。従って，本肢は正しい。
□２２ 遺言者Ａが，法定相続人のうち子Ｂに対して，
「甲不動産はＢに相続させる」旨の遺
言をし死亡した場合において，Ａよりも先にＢが死亡していたときは，Ｂの子Ｃは，当
該遺言に「Ｂが先に死亡した場合は，Ｃに相続させる」旨の文言がなくとも，甲不動産
について相続を原因とする移転登記を申請することができる。
× ある相続人に相続させる旨の遺言について，被相続人よりも先にその相続人が死亡
した場合，代襲相続の規定ではなく民法 994 条 1 項が類推適用され，遺言の効力は生
じず，法定相続人全員が不動産を相続する（昭 62.6.30 民 3.3411，登研 816P.91，登
研 475）
。従って，本記述は誤っている。
□２３ 遺言者Ａが，
「甲土地を妻Ｂと子Ｃに対しそれぞれ 2 分の 1 ずつ相続させる」旨の遺
言をしたが，Ａよりも先にＢが死亡し，その後Ａが甲土地の持分 2 分の 1 を第三者に売
却しその旨の登記を経由したときは，Ｃは，当該遺言に基づき相続を原因として甲土地
の持分 2 分の 1 について移転登記を申請することができる。
○ Ａによる甲土地の持分 2 分の 1 の売却は，Ｃに甲土地の持分 2 分の 1 を相続させる
という遺言と抵触しない（民法 1023 条 2 項参照，平 5.6.3 民 3.4308，登研 816P.91，
登研 558）
。従って，本肢は正しい。
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□２４ 遺留分減殺請求を原因として持分一部移転登記がされた後，遺留分減殺請求の撤回，
取消し又は当事者間における和解若しくは調停の成立があった場合，当該持分一部移転
登記は，｢年月日遺留分減殺請求撤回(又は取消)｣又は｢年月日和解(又は調停)｣を原因と
して抹消することができる。
× 遺留分減殺請求を原因とする持分一部移転登記を後発的な原因によって抹消すること
はできない。このような場合，
「年月日遺産分割」を原因として持分一部移転登記をすべ
きである（平 12.3.10 民 3．708，登研 816P.91，登研 638）
。従って，本肢は誤っている。
□２５ 相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した相続人を除外して相続の登記
を申請することができる。
× 相続開始以前に遺留分を放棄した相続人についても，相続登記において相続人から
除外すべきではない（登研 816P.98，登研 186）
。従って，本肢は誤っている。
□２６ 遺産分割協議により，相続人の中から登記申請義務を承継する者を定めることはでき
ない。
○ 登記申請義務を遺産分割協議によって定めることはできない（昭 34.9.15 民甲 2067，
登研 816P.102，登研 143）
。従って，本肢は正しい。
□２７ 登記義務者の相続人が数人いる場合において，相続人のうち民法 903 条の特別受益者
に該当する者を除外して登記申請をすることができる。
× 民法 903 条の特別受益者に該当する相続人であっても，登記義務者の相続人は登記
申請義務を承継する（登研 816P.105，登研 265）
。従って，本肢は誤っている。
□２８ 権利能力なき社団が所有する不動産について，
「委任の終了」を登記原因として代表
者の変更による所有権の移転登記がなされている場合，当該代表者が死亡した場合には
相続を原因とする所有権移転登記を申請することができる。
× 「委任の終了」を原因として権利能力なき社団の代表者変更による所有権移転登記
がなされている不動産について，相続を原因とする所有権移転登記を申請することは
できない（登研 816P.105，登研 459）
。従って，本肢は誤っている。
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□２９ 買戻特約の登記において，買戻期間が 5 年のところを誤って 3 年と登記された場合の
更正登記は，登記上の利害関係人が存在するときは，その者の承諾を証する情報又はこ
れに代わる裁判の謄本が提供されない限り，主登記でしなければならない。
○ 買戻特約の登記において，買戻期間が 5 年とするべきところを誤って 3 年と申請し
て登記がなされた場合には，錯誤を原因とする更正登記をすることができるが，当該
登記は，登記上の利害関係人が存在するときは，その者の承諾書又はこれに代わる裁
判の謄本が提供されない限り，主登記でしなければならない(登研 816P.108，登研
139P.64)。従って，本肢は正しい。
□３０ 買戻しを原因とする所有権移転登記の申請は，登記原因日付が買戻期間経過前である
場合には，買戻期間経過後に申請がなされた場合であっても受理される。
○ 売主は，買戻期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ，買戻しをすることが
できない(民法 583 条 1 項)。そして，買戻しを原因とする所有権移転登記の申請は，
登記原因日付が買戻期間経過前である場合には，買戻期間経過後に申請がなされた場
合であっても受理される(登研 816P.109，登研 227P.74)。従って，本肢は正しい。
□３１ 買戻権行使による所有権の移転登記をした際に，当該買戻特約付の売買による所有権
の移転登記後になされた登記された買戻権を目的とする滞納処分による差押登記は，当
該債権者の承諾を証する情報を提供することなく，職権で抹消することができる。
× 登記された買戻権を目的とする差押え又は仮処分等の処分の制限の登記がなされて
いる場合，当該登記の債権者は，買戻特約の登記の抹消について，登記上の利害関係
人となるから，買戻権行使による所有権の移転登記をした際に，当該買戻特約付の売
買による所有権の移転登記後になされた滞納処分による差押登記は，申請人が当該債
権者の承諾を証する情報を提供しない限り，登記官が職権で抹消することはできない
(登研 816P.110，登研 228P.65)。従って，本肢は誤っている。
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□３２ ＢがＡから買戻特約付の売買による所有権の移転登記を経た後に，さらにＣに転売し
てその旨の所有権の移転登記をしたときは，その後買戻特約の登記を抹消する際の登記
権利者はＢである。
× ＢがＡから買戻特約付の売買による所有権の移転登記を経た後に，さらにＣに転売
してその旨の所有権の移転登記をした後において，買戻特約の解除又は買戻期間満了
等を登記原因として買戻特約の登記を抹消する場合の登記は，現在の所有者であるＣ
を登記権利者，Ａを登記義務者として申請すべきである(登研 816P.110，登研
364P.80)。従って，本肢は誤っている。
□３３ 同一不動産上に登記された，買戻権者を同一とし，買主を異にする数個の買戻特約の
登記の抹消の申請は，登記原因及びその日付が同一である場合，一の申請情報で申請す
ることができる。
× 同一不動産上に登記された，買戻権者を同一とし，買主を異にする数個の買戻特約
の登記の抹消の申請は，登記原因及びその日付が同一である場合であっても，当該抹
消登記の登記権利者となる買主を異にする以上，一の申請情報で申請することはでき
ない(登研 816P.110，登研 570P.174)。従って，本肢は誤っている。
□３４ 贈与を受けた者が意思能力を有する未成年者である場合の贈与を登記原因とする所有
権の移転登記の申請は，当該未成年者又はその法定代理人のいずれからもすることがで
きる。
○ 贈与を受けた者が意思能力を有する未成年者である場合の贈与を登記原因とする所
有権の移転登記は，法定代理人の同意を要することなく当該未成年者自らが申請する
ことも，又はその法定代理人が申請することもできる(登研 816P.133，登研 276P.70)。
従って，本肢は正しい。
□３５ 相続人廃除の旨の記載はあるが，廃除の理由の記載がない戸籍謄本を登記原因証明情
報として提供して，その者を相続人から除外した相続登記を申請することはできない。
× 廃除の理由についての記載がなくとも，相続人廃除の旨が戸籍に記載されていれば，
その者を推定相続人でないものと解して登記の申請をすることができる（登研
816P.105，登研 423）
。従って，本肢は誤っている。

辰已法律研究所
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【月刊登記情報６５５号】
□３６ 相続による所有権の移転の登記を申請する場合において，戸籍簿が震災により滅失し
たため登記原因証明情報として被相続人の戸籍謄本等を提供することができないときに
は，市町村長の｢戸籍謄本等を提供できない｣旨の証明書及び，相続人全員による｢他に
相続人はいない｣旨の印鑑証明書付の証明書の提供がなければ，当該相続登記の申請を
することができない。
× 相続による所有権移転登記を申請する場合には，相続を証する市町村長その他の公
務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因証明情報を提供することを要する
（不登令別表 22 添付情報）
。そして，市区町村長が職務上作成した情報としては，戸
籍謄本等がこれに当たり，相続による所有権移転登記の申請においては，戸籍謄本等
を提供しなければならない。しかし，戸籍等が震災等により滅失して戸籍謄本等を提
供することができない場合には，当該戸籍謄本等に代えて，震災等により戸籍謄本等
を提供することができない旨の市町村長の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人
全員による証明書（印鑑証明書付）を提供して，相続の登記を申請することができる
とされていた（昭 44.3.3 民甲 373）が，
「他に相続人はいない」旨の相続人全員による
証明書の提供を要せずとも，相続の登記を申請することができるとされた（平 28.3.11
民 2.219）
。従って，本肢は誤っている。

辰已法律研究所
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☆商業登記法
【登記研究８１８号】
□３７ 合同会社の設立登記を申請する場合において,社員が 1 名であるときであっても,代表
社員の就任承諾書を添付しなければならない。
× 社員が１名の場合,当該社員が当然に業務執行社員及び代表社員となる(登研 818P.26
会社法 590 条 1 項,599 条 1 項）ため,代表社員の就任承諾書は不要である。従って,本
肢は誤っている。
□３８ 社会福祉法人の設立登記を申請する場合において，資産の総額は登記事項である。
○ 社会福祉法人においては，資産の総額は登記事項である（組登令 2 条 2 項 6 号・別
表，登研 818P.29）
。従って,本肢は正しい。

【登記研究８１７号】
□３９ 合資会社の有限責任社員が死亡した場合は，その相続人が当然に持分を承継し社員と
して加入することになり，遺産分割協議によって特定の相続人のみを社員として加入さ
せる旨の登記の申請をすることはできない。
○ 社員の死亡又は合併の場合に一般承継人が当然に持分を承継する旨の定款の定めが
ある合資会社の有限責任社員が死亡した場合，その相続人が当然に持分を承継して社
員として加入することになる（会社法 608 条）
。この場合において，遺産分割協議によ
り特定の相続人を有限責任社員として加入させることはできず，相続人全員を有限責
任社員として加入させてから，持分を相続しなかった相続人について持分譲渡により
退社する登記を申請する必要がある（昭 38.5.14 民甲 1357，登研 817P.22）
。従って，
本肢は正しい。

辰已法律研究所
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□４０ 取締役の重任登記を申請する場合において，重任する当該取締役が電話会議システム
により出席しており，この電話会議システムを用いて就任承諾意思を表明し，
「被選任
者は即時就任を承諾した」旨の記載がある株主総会議事録は，就任を承諾したことを証
する書面として援用することができる。
○ 電話会議システムによる株主総会や取締役会の開催は認められており，被選任者が
電話会議システムにより出席した旨が記載された株主総会議事録をもって，就任を承
諾したことを証する書面として援用することができる（登研 817P.24）。従って，本肢
は正しい。
□４１ 会社法人等番号は，株式会社，合名会社，合資会社，合同会社及び外国会社につき新
たに登記記録を起こすときに記録され，商号使用者，未成年者，後見人及び支配人につ
き新たに登記記録を起こすときには記録されない。
× 会社法人等番号とは，特定の会社，外国会社その他の商人を識別するための 12 桁の
番号であり，株式会社，合名会社，合資会社，合同会社，外国会社，商号使用者，未
成年者，後見人及び支配人につき新たに登記記録(支店所在地における登記の登記記録
を除く。)を起こすときに，登記所及び商業登記規則第 1 条の 2 第 1 項各号に掲げる区
分ごとに，登記記録を起こす順序に従い付されたものが記録される(登研 817P.180)。
従って，本肢は誤っている。
□４２ 商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならない場
合において，申請書に会社法人等番号を記載した場合には，当該登記事項証明書の添付
を要しない。
○ 登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は，申請書に
会社法人等番号を記載した場合には，添付することを要しない(商登規 36 条の 3，登研
817P.183)。従って，本肢は正しい。
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□４３ 法人である代理人が登記を申請する際に添付する代理権限証明情報の一部である当該
法人の代表者の資格を証する書面は，申請書に当該法人の会社法人等番号が記載されて
いても，添付を省略することはできない。
× 代理人が登記の申請をする際には，申請書に代理権限証明情報を添付しなければな
らず(商登法 18 条)，法人が代理人となる場合には，その代表者の資格を証する書面を
も添付しなければならない。この場合の代表者の資格を証する書面は，申請書に会社
法人等番号を記載すれば，添付することを要しない(商登規 36 条の 3，商登法 19 条の
3，登研 817P.184)。従って，本肢は誤っている。
□４４ 印鑑の提出，印鑑カードの交付請求等の登記の申請以外の手続において登記事項証明
書等を添付しなければならない場合であっても，届出書等に会社法人等番号を記載すれ
ば，これを添付することを要しない。
○ 印鑑の提出，印鑑カードの交付請求等の登記の申請以外の手続において登記事項証
明書等を添付しなければならない場合であっても，届出書等に会社法人等番号を記載
すれば，これを添付することを要しない(商登規 9 条 5 項，9 項，9 条の 4 第 2 項，登
研 817P.184)。従って，本肢は正しい。

【月刊登記情報６５４号】
□４５ 登記簿上,存続期間が満了している株式会社については,休眠整理の対象とはならない。
× 株式会社,一般社団法人,又は一般財団法人のうち,登記簿上,存続期間が満了してい
るものや解散の事由が生じているものについても休眠整理の対象となる(平 27.9.7 民
商 104，登記情報 654P.77)。従って,本肢は誤っている。
□４６ 破産手続開始の登記がされている株式会社,一般社団法人,又は一般財団法人について
は,破産手続開始の取消しの登記がされている場合であっても,休眠整理の対象とはなら
ない。
× 破産手続開始の登記がされている株式会社,一般社団法人,又は一般財団法人であっ
ても,破産手続開始の取消しの登記がされている場合は,休眠整理の対象となる(平
27.9.7 民商 104，登記情報 654P.77)。従って,本肢は誤っている。
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□４７ 会社法第 472 条第 1 項に規定する事業を廃止していない旨の届出を代理人によって,
するときは,代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
○ 代理人によって,事業を廃止していない旨の届出をするときは,代理人の権限を証す
る書面を添付しなければ適式な届出とは認められない(会社法施規 139 条 3 項,1 項，会
社法 472 条 1 項，平 27.9.7 民商 104，登記情報 654P.78)。従って,本肢は正しい。
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☆供託法
【登記情報６５２号】
□４８ 受領拒否を理由として供託をするには，債権者があらかじめ受領を拒絶している場合
においても，弁済供託の前提として現実の提供をしていることを要する。
× 受領拒否を理由とする供託をする場合，原則として現実の提供をすることを要する
が，債権者があらかじめ受領を拒絶している場合は，口頭の提供をすれば足りる（民
法 493 条ただし書，登記情報 652P.103）
。従って，本肢は誤っている。
□４９ 持参債務について，債務者が弁済をしようとして債権者宅に電話で在宅の有無を確認
したところ，家人から不在のため受領できない旨の回答を得た場合でも，受領不能を理
由として供託をすることができる。
○ 持参債務については，債権者の不在が一時的なものであっても，受領不能として供
託することが認められる（大判昭 9.7.17，登記情報 652P.103）。従って，本肢は正し
い。
□５０ 債権者が死亡し，相続が開始したことを債務者が知っている場合は，その相続関係が
不明であっても，それは事実上の理由にすぎないため，債権者不確知を理由とする弁済
供託をすることはできない。
× 債務者の過失なくして債権者が誰であるかを確知できない場合に債権者不確知を原
因とする弁済供託が認められ，その確知することができない理由については，債権者
が死亡し相続が開始したが，相続人が誰か不明である等の事実上の理由であってもよ
い（登記情報 652P.104）
。従って，本肢は誤っている。
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