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2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えた日本、そして今後少子

高齢化が見込まれる日本経済にとって、国内経済の発展に寄与する外国人の

受入れを促進しようという政府の方針もあり、今後、在留外国人とのかかわ

りは、より一層深まっていくと考えられる。

しかし、中長期滞在している外国人の生活実態を正確に理解している市

民・法律家は非常に少ないのが現状である。

私たち、神奈川青年司法書士協議会人権擁護委員会は、平成26年から在留

外国人の法律相談に取り組み始め、調査・研究をしてきた。その中で、特に

生活や暮らしの相談について、在留外国人は、日本人と同じ法律的問題を抱

えながら、言葉や在留資格の問題などから、日本の法的支援を受けづらい状

況にあり、どこに何を相談したらよいのかわからず、途方に暮れているケー

スもあることがわかってきた。

また、日本国憲法によって、在留外国人にも原則として基本的人権は保障

されているにもかかわらず、外国人だからという理由だけで不利益を被り、

その基本的人権が侵害されるような事態が生じていることがある。在留外国

人も、個人として尊重されるべき権利を享有する一市民である。

本書は、外国人を差別することなく、専門家としての知識・経験を駆使し

て支援するため、これまで取り組んできたことをまとめた�冊である。事例

を基に、執務のポイントを解説し、具体的な書式も織り交ぜながら、少しで

もわかりやすくなるよう努めた。不十分な箇所もあるかと思うが、外国人の

支援をしている方々の参考となり、その一助となれば幸いである。

最後に、本書の出版に際し、多大なる尽力をいただいた株式会社民事法研

究会の南伸太郎氏、委員会活動を支えていただいたメンバー全員に厚く御礼

申し上げる。

平成29年�月

神奈川青年司法書士協議会人権擁護委員会委員長 高 原 晶 子

はしがき
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Ⅱ 外国人の不動産売買（中国人の事例を中心に）

� はじめに

まず、「渉外不動産登記」とは何かを定義しておきたい。不動産登記の申

請人または関係者の少なくとも一部に、外国人、外国法人、外国に居住する

日本国民が含まれる場合等、何らかの外国的要素を含む不動産登記事例の総

称を指すと理解しておけば十分であろう。

平成27年末現在、在留外国人数は、223万人を超えている（法務省HP「平

成27年末現在における在留外国人数について（確定値）」参照）。このすべての人

が即座に不動産登記の申請人または関係者になるというわけではないにして

も、日本に住所を有しない外国人（外国法人）が、日本の不動産登記手続に

かかわる事例も数多く存在する。

さまざまな事件類型がありうる渉外不動産登記のうち、ここでは、筆者が

経験した中華人民共和国（中国）の国籍をもつ中長期滞在者同士の不動産売

買の事例（内容は適宜変更している）を素材に、手続上の問題と、執務にあた

り注意するべきことを概観する
1

。

なお、本事例は、渉外不動産登記であることに加え、相対取引に特有の難

しさを感じたものであることから、その点でも何らかのヒントを提供したい。

� 事例の概要

事例の概要は、次のとおりである。

               

A（中国国籍で、在留資格は「定住者」）の宅地建物取引業者（以下、

「宅建業者」という）である友人が、その知人 B（中国国籍で、在留資格は

� 事例の概要
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1 執筆にあたって、櫻田嘉章『国際私法〔第�版〕』、山北英仁『渉外不動産登記の法律

と実務』、日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会編『外国人住民票の創設

と渉外家族法実務』などを参考にした。



「永住者」）を A に紹介した。A と B は、この取引までは全く接点のな

かった他人同士である。

A の所有する埼玉県川口市内の敷地権付き区分所有建物（本件不動

産）につき、A・B間で売買を行うことになり（仲介業者が介在しない相

対取引である）、本件不動産の売買契約書の作成と、本件不動産の所有権

登記名義人住所変更登記と所有権移転登記の�連件の登記（本件登記）

の申請を司法書士に依頼したものである。売主 Aと買主 Bの間で、売

買の目的物および代金の合意はできている。

なお、売主 Aが本件不動産を取得してから売却するまでの経緯は、以下

のとおりである。

平成19年�月 Aが投資目的で購入（購入時の住所地は東京都三鷹市）

平成21年�月 Aが東京都三鷹市から神奈川県横浜市へ転居

平成27年�月 Aが Bに売却

� 準拠法の特定

⑴ 概 要

渉外不動産登記事例においては、準拠法、すなわち日本法または当事者の

本国法のいずれを事案に適用し、対処するべきであるかの問題がある。具体

的には、「人」と「意思」の問題（特に、行為能力、契約（契約の成立）、物権

変動（物権の得喪））において、どこの国の法律を基準に対応するべきかを的

確に判断する必要がある。

不動産登記実務における「契約の成立」および「物権の得喪」の準拠法は、

通則法の各規定より、結果的に日本法によればよい場合がほとんどである

（同法�条・8 条・13条）。一方、「行為能力」は、原則として当事者の本国法

が準拠法となるため（同法�条�項）、注意が必要である。

この点につき、まず、本事例のように、「すべての当事者」が日本国内で

物権変動の原因となる法律行為をするときは、双方が20歳以上であれば、当
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事者の本国法を調査するまでもなく、行為地法、つまり日本の民法により行

為能力があるものとみなされる（通則法�条�項）。

行為能力の準拠法につき注意が必要なのは、当事者のうち一部の者が外国

にいたまま契約を締結するような、通則法�条�項が適用できない場合であ

る。そのような取引において、日本国内の不動産に関する売買契約であって

も、いずれかの当事者が未成年者らしき場合は、行為能力の有無を慎重に判

� 準拠法の特定
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〔図�〕 行為能力に関する準拠法の特定のフローチャート

当事者が外国人であるか？

国籍を確認

本国の国際私法を検討

反致の規定

なし
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本国法によると
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あり。

【結論③】
本国法により行為能力の有無と
法定代理人等による行為能力の
補完の有無を検討する。

【結論①】
日本法により、行為能力の有無
と法定代理等による行為能力の
補完の有無を検討する。

本国法によると制限行為能力でも、
①行為地が日本で、②日本法によれ
ば行為能力者と認められ、③行為当
時すべての当事者が日本にいたか。

YES
NO（日本国籍あり）

NO

①②③ともにYES



断するべきである。行為能力の有無が問題になりそうな事案においては、フ

ローチャートにより（〔図�〕参照）、本国法の規定も含めた検討をするとよ

い。

⑵ 本事例における準拠法

本事例における準拠法を検討する。

まず、「人」の問題において、行為能力の準拠法を特定する必要がある。

Aと B はいずれも外国人であり、行為能力は本国法により定められる（通

則法�条�項）。なお、本事例は、同法�条�項または�項の例外が適用され

るケースではない。

そこで、本国法である中華人民共和国渉外民事関係法律適用法をみると、

「自然人の行為能力は、常居所地の法律を適用する」とあるところ（同法12

条）、Aと Bは、いずれも日本を常居所地としているため、日本国の民法を

適用して行為能力の有無を判断することとなる（反致）。Aと Bは、いずれ

も日本の法律によれば成年者であり、後見・保佐・補助開始の決定を受けた

者でもないため、日本国の民法により行為能力者であると判断できた。

次に、「意思」の問題において、契約の成立および効力の準拠法を特定す

る必要がある。筆者は売買契約書の案を作成するにあたり、Aと B に確認

のうえ、「日本国の法令を準拠法とする」旨の条項を入れた。これにより、

契約の成立および効力に関して「当事者が当該法律行為の当時に選択した地

の法」（通則法�条）が日本法になった。なお、仮に日本国の法令を準拠法と

する条項が契約書に盛り込まれていなかったとしても、同法	条�項により、

特段の事情がなければ、日本法を準拠法として考えてよい場合がほとんどで

あろう。

さらに、「物権」（所有権）の内容と得喪についての準拠法であるが、本事

例は日本に所在する不動産に関する物権変動が問題となっているため、日本

国の法律が準拠法となる（通則法13条�項・2項）。

以上より、本事例においては、行為能力、契約の成立および効力、物権変

動、いずれの単位法律関係においても日本国の法令が準拠法となる。

Ⅱ 外国人の不動産売買

100



コラム 反致とは

ここで、フローチャート中の「反
はん

致
ち

」という用語について触れておきたい。

理論上、反致にはいくつかの類型があるが（直接反致、転致、間接反致、二重

反致）、このうち、通則法41条は、直接反致のみを認めている。

直接反致（狭義の反致）とは、通則法によれば行為者の本国（P 国）の法

によるべき場合で、行為者の本国法に日本法を準拠法とする規定がある場合に、

日本国の法令を事件に適用して解決する考え方を指す（日本→P国→日本）。

一方、直接反致以外の類型は、通則法上は認められていないため現在の実務

ではあまり問題にならないと思われるが、間接反致とは、通則法によれば P

国法が準拠法となり、P国法によればQ国法が準拠法となり、Q国法によれ

ば日本法が準拠法となる場合である（日本→P国→Q国→日本）。転致とは、

通則法によれば P国法が準拠法となるが、P国の国際私法によれば第三国で

あるQ国法が準拠法となる場合である（日本→P国→Q国）。

� 在留カード等の確認

中長期滞在者と面談する際には、在留カードの確認は必須である。在留カ

ードを所持しない短期滞在者にあっては、パスポートを確認するべきである。

在留カードの確認作業を決算日よりも前にすることができれば、犯罪収益移

転防止法が要求する本人確認の一環であるとともに、登記申請に必要な添付

情報が何であるかを予測することもできる。

在留カードを所持する依頼者（中長期滞在者）であれば、住民票（外国人住

民票。後記�⑵�参照）の写しを役所（役場）で請求することができる。また、

印鑑登録をすれば、市区町村長が発行する印鑑登録証明書を取得することが

できる。これら住民票の写しと印鑑登録証明書は、そのまま登記申請の添付

情報として使用することができる。

一方、住民登録がされていない依頼者の場合、日本の行政機関が発行する

公文書により住所や印鑑を証明することはできず、添付情報として外国で発

行された何らかの書面を検討すべきこととなる（後記	参照）。

� 在留カード等の確認
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� 登記名義人住所変更登記の登記原因証明情報

まず、登記名義人住所変更登記の原因事実が、平成24年�月�日よりも前

であるのか、同日以後であるのかにより、添付すべき登記原因証明情報が異

なることに注意を要する。平成24年�月�日よりも前は、外国人登録制度が

存在し、平成24年�月�日からは、入管法等改正法（平成21年法律第79号）

の施行により外国人住民に係る住民基本台帳（以下、「外国人住民票」という）

の制度が開始されたからである。

⑴ 平成24年�月�日以前の住所変更

� 外国人登録原票

かつては、各役所（役場）において外国人登録原票が存在し、外国人の氏

名、住所等の情報は外国人登録原票に記録されていた。外国人登録原票は、

法務省で保管されている。したがって、平成24年�月�日以前の住所変更

（住所変更の原因日付が平成24年�月�日よりも前の場合）については、法務省

に対して、外国人登録原票記載事項の開示請求をすることにより、所有権登

記名義取得日から平成24年�月	日までの住所の履歴を証明するための外国

人登録原票の写しの交付を受け、これを登記名義人住所変更登記の登記原因

証明情報として使用することになる。

� 外国人登録原票に係る開示請求

外国人登録原票記載事項の開示請求の手順は、法務省のホームページに詳

しく紹介されている
2

。検索エンジンで「外国人 登録原票 情報開示」など

のキーワードで検索すると、上位でヒットすると思われる。

Ⅱ 外国人の不動産売買
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このページの指示に従って準備をすれば、開示請求はさほど難しい作業で

はない。ページ内に、ワード形式と PDF 形式の外国人登録原票用の開示請

求書の書式も準備されており、記載例もある。以下、参考までに、登録原票

記載事項の情報開示請求書（【書式18】参照）、開示された外国人登録原票の

写し（【書式19】参照）を紹介する。

この情報開示手続は、必ず本人申請によりしなければならない。請求先で

ある法務省庁舎（東京）に郵送で請求する際、請求者本人の住民票の写しを

同封し、返信用封筒には請求者本人の住民票上の住所を宛先として書く。開

示された外国人登録原票の写しは、外国人住民票上の住所に送られる。

開示請求は、一般的には�週間前後で開示されることが多いとされる。た

だし、案件により、また法務省の繁忙度により最大で30日かかることもある。

登記申請予定日までに間に合わせるため、スケジュールにゆとりをもたせる

必要があろう。

なお、開示請求書の�枚目の上部余白に、手書きでもよいので、「急を要

する案件であるため至急扱いでお願いします」等の依頼文言を記載しておく

と、通常よりも速く対応してくれることがある。銀行振込みの「至急扱いの

お願い」に似ている。

� 登記名義人住所変更登記の登記原因証明情報
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委員会委員

三門 俊文（TOSHIBUMI MIKADO）（みかど としぶみ）

〔略歴〕 平成18年司法書士試験合格、平成19年司法書士登録（神奈川県司法書士

会）（簡裁訴訟代理等能力認定）

〔職歴〕 神奈川青年司法書士協議会副会長、神奈川県司法書士会貧困問題対策委

員会委員

山口 岳彦（TAKEHIKO YAMAGUCHI）（やまぐち たけひこ）

〔略歴〕 平成26年司法書士試験合格、平成27年司法書士登録（東京司法書士会）

（簡裁訴訟代理等能力認定）

〔職歴〕 神奈川青年司法書士協議会幹事、全国青年司法書士協議会幹事
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