第 1巻 第 １ ７ 号 (通 巻 １ ７ 号 )

２ ０ ０ １ 年 11月 1日

その１７

建物登記について

登記できる建物とはどういうものでしょうか？
まず、 不動 産とは 民法 第８６ 条１ 項に「 土地 及ヒ其 定著 物ハ之 ヲ不 動産
ト ス」と 規定 され、 最高 裁の判 例で は「土 地の 定着物 とは 、継続 的に
土 地に固 着し 、しか も固 着して 使用 される こと がその 物の 取引上 の性 質
と して認 めら れるも のを いう」 と述 べられ てい ます。 その 定着物 の代 表
的 なもの が建 物です 。他 に樹木 、石 垣等も 定着 物です 。
不動産 登記 法第１ ４条 に「登記簿 ハ土地 登記 簿及ヒ 建物 登記簿 ノ二 種トス」と 規定さ れて います 。
他 の法律 によ ってで きる 立木登 記簿 、船舶 登記 簿とい うも のもあ りま す。
で は 、登記 でき る建物 とは どうい うも のをい うの でしょ うか 。法律（ 民法 、不 動産登 記法 ）で 具
体 的にこ うい う建物 が登 記でき る建 物と規 定さ れては いま せんが 、法 務省民 事局 長通達 の不 動産登
記事務取扱手続準則第１３６条第１項に「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、
土 地に定 着し た建造 物で あって 、そ の目的 とす る用途 に供 し得る 状態 にある もの をいう 。」と規定
し建 物 の認定 基準 が示さ れてい ます 。
↓
① 定着 性

②外 気分断 性

③用途 性

↓

建物として認定するにはこの３つの要件が必要！
さ らに 、構 築性（ 材料 を使用 して人 工的 に構築 ）取 引性（独
立 して取 引の 対象と なる）も必要と する考 え方 もあり ます。

①

「 定着性 」 について 、 物理的に土地に固着していることが 最低の 条件で すが 、この 定着 性の
意 味は 、コンク リート 基礎 にボル トで 固定し て移 動が不 可能 に近い 状態 をさす もの ではな く、
建 物が永 続的 に利用 され ること が認 められ るも のであ れば よいと 解さ れてい ます 。
（ 例）昔 の建 物は土 台石 の上に 柱部 分を建 てた だけ（ 固着 されて いな い）
の 建物が 多か ったこ とか らもわ かり ます。（現 在では 神社、寺院の建 物に
見 受けら れま す）さらに 建物に「定 着性 」があ るとい うた めには 、建 物の
構 造、利用目 的から 相当 長期間 継続 して土 地に 定着し て利 用され る、と い
う ように その ものに 永続 性がな けれ ばなり ませ ん。
固 定が 十分で ない 工事現 場に おける プレ ハブの 飯場 事務所 とか 組立て 式物 置等は 定着 性が
あ るとは いえ ません 。上 記神社 、寺 院の建 物に は永続 性が ありま す。
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②

「 外気分 断性 」につ いて、屋根 及び周 壁又 はこれ に類 するも ので もって 外気 と内気 を遮 断する
こ とによ って 、人と 物と がその 空間 におい て滞 留する こと ができ るよ うに工 事さ れてい るこ
と が必要 です 。
(例)ガソリンスタンドに見られるようなキノコ型の建造物、材質に耐久性が
ないビニールハウス等は「外気分断性」があるとはいえません。
例 外的に 認め られて いる 建物は 競馬 場、野 球場 の観覧 席、 鉄道の 駅
等 の建物 で上 屋のあ る部 分は建 物と 認定さ れて います 。こ れは用 途性
を 重要視 して いるも のと 思われ ます 。

③

「用途 性」につい て、そ の建 造物が 外部 から遮 断さ れた一 定の 広さを 持つ ことに よっ て安全
な 生活（居宅 ）、仕事（ 事務 所）、物を 貯蔵（ 倉庫 ）する 等「 生活空 間（ 人貨滞 留性 ）」を 有
し 、その 目的 とする 用途 に利用 でき るもの でな ければ なり ません 。

（ 例）鎌 倉の 大仏

見学 者は内 部に 入るこ とは できま すが 、内部

を 利用す るた めの設 備等 がない ため 建物と して の用途 性（ 利用目 的
が 判明し ない ）を欠 くた め建物 と認 定され てい ません 。竜 串の海 中
展 望塔は 観光 施設と して 利用さ れて おり用 途性 に問題 はな く、登 記
で きます 。種 類は「 店舗 」もし くは 「展望 塔」 となる ので はない で
し ょうか 。

以上 、建造 物が建 物と して登 記で きる建 物か 否かの 判断 は、上記の 三要素 に構 築性＋ 取引 性が加
味 されて 判断 されま す。した がって 、居 宅、事 務所 、倉庫 等種類 によ って建 物と して登 記で きる完
成 度が当 然違 ってき ます 。

では、建築中の建物について、工事がどの程度まで進捗したら建物として表示登記がで
きるのでしょうか。
利用目的が…
①「倉庫」「 物置」の場 合

・・・屋 根、周壁 が備わ って おれば 床、天 井がなく ても建 物と して認
定 して差 し支 えない でし ょう。
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②「居宅 」の 場合

・・・少なく とも 人が生 活で きるよ うな 状態ま で完 成して いな ければ
な らない こと になり ます が、外装工 事の足 場が とれ内 装工 事も
下 地がで き、いつで もク ロスが 張れ る、畳 もい れれる 状態 にな
っ ておれ ば建 物と認 定し て差し 支え ないで しょ う。

③「 事務所」「店 舗 」の 場合・・・居 宅同様に 床が完 成し ている 状況 になれ ば建 物と認 定し て差し
支 えない でし ょう。

したが って 、居 宅、事 務所 、倉庫 等種類 によ って建 物と して登 記で きる完 成度 が当然 違っ てきま
す ので、建物 として 登記 できる 建物 とは、建物 の主 たる用 途「居 宅」「 事務 所」「 店舗 」そ れぞ れ
の 用途 に 使用 でき る段階 にな ってい るか で判断 され ます。

それで は、登記で きる 建物は 土地 とは別 個独 立の不 動産 として 所有 権等の 権利 関係が 登記 されて
い くので すが 、 登記できない建造物はどのようになるのでしょうか 。
建 造物を 築造 したと き所 有権関 係を はっき りし ておけ ば所 有権関 係は それほ ど問 題はな いの です
が 、抵当 権に ついて は問 題が発 生し ます。
その問題とは？

↓
ま ず建 造物が 築造 された 後に 土地に 抵当 権が設 定さ れてい れば 、その 抵当 権 は そ
の 土地 上にあ る建 造物に 及び ますが 、土地 に抵 当権 設定後 に建 造物を 築造 し た 場
合 、そ の抵当 権が その建 造物 に及ぶ か。

こ れは 、民法 第３７ ０条 の「 目的タ ル不動 産ニ付 加 シテ之 ト一体 ヲ成 シタル 物ニ
及 フ」の「付 加」を民法 第８７ 条の 従物と みる か、民法第 ２４２ 条の 付合と みる かによ って 結果が
違 ってき ます 。
①「従物」とみれば・・・土地に 抵当権 設定 後建造 物が 築造さ れた 場合、その 建造物 に抵
当 権の 効力は その 建造物 に及 ばない とする 判例 があり ます 。
②「付合」と みれば・・・土地に 抵当権 設定 後建造 物が 築造さ れた 場合で も、そ の抵 当権
の 効力 は建造 物に 及ぶと の判例 があ ります 。
建 造物は 土地 に付合 して いる物 と認 定する のが 一般的 な考 え方で はな いでし ょう か。し かし 、「従

物」とみるか「付合」とみるかについては、それぞれの事案で検討しなければならない問題 で
す。
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