
はしがき

1

は し が き

時間と費用をかけてせっかく訴訟に勝っても、肝心の債権回収に功を奏す
ることができなければ、まさに「骨折り損のくたびれ儲け」となり、判決は
「絵に描いた餅」に帰することになります。そこで訴訟にあたっては債務者の
責任財産に対して、仮差押え、仮処分の民事保全によって後日の判決に備え
ておくことが常態となります。
保全をするにあたって、対象となる不動産をどのように探索し、見つけ出
せるかがまず第一となりますので、債務者所有の不動産探索についての知識
が法律実務家に求められます。
第二として、探索により見つけ出した不動産について、保全対象として問
題はないか、特に判決に基づいて強制執行を申し立てるにあたって阻害要因
となる権利、未登記附属建物等が存在していないかの調査が必要となります。
さらに第三として、対象不動産の価格はどの程度なのか、将来、強制執行
した場合の売却基準価額はどの程度になるのかといった評価に関する知識が
法律実務家に求められます。
法律事務所は、証拠収集等の探偵業的な側面を少なからず有しており、し
かも業務内容が高度になればなるほど、探索・探知・捜索・捜査・調査等、
リサーチのテクニックが要求されることになります。債権者本人任せでは限
界があります。民事保全の必要性について、裁判所は原則、債権者が提出す
る文書証拠により判断しますし、訴訟では証拠資料の収集能力が勝敗を分け
る場合は少なくありません。探索、調査が円滑にできず、債権者に無駄な費
用と労力を費やさせることになれば、弁護士は信用を失うことにもなります。
現在のところ民事では裁判所は債務者財産を探してくれないので、自力探索
主義により債権者自ら債務者の財産を探索し特定しなければなりません。
すでに判決等の債務名義をもっている債権者の立場というものは保護され
てしかるべきで、金融機関や税務署等から債務者の財産についての何らかの
情報探知、捜索の手段を債権者に与える必要があるとされています。判決で
勝っても判決内容を実現できないようでは、一般の司法制度に対する不信を
助長する結果にすらなりかねません。
法務大臣は、裁判所が債務者の預金口座情報を銀行等に照会できる制度の
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検討を始め、民事執行法の見直しを法制審議会に諮問しましたので、預金口
座情報については民事執行法改正へと大きく舵が取られていくことと思われ
ます。一方において、不動産についての照会制度は特に用意されていない状
況となっています。
以上のことから、本書は日頃の法律事務、民事訴訟、民事保全、民事執行
における法律実務家に必要とされる不動産の調査、評価に関する実践的な知
識をケースを基にして解説してあります。
具体的には不動産仮差押えのための債務者所有不動産の探索・調査と、そ
れに続く本訴による債務名義取得後の差押え時における不動産についての調
査・評価について解説しています。
仮差押えのための調査・評価は、迅速性、密行性、暫定性のもとでなすこ
とになりますので、本格的な調査、正規の鑑定評価ではなく、隠密・迅速・
簡易にできる簡易調査、簡易評価を中心に解説していきます。ただし、本格
的な調査、鑑定評価についても視野に入れていますので、レベルの高さは一
定以上に保たれるように配慮してあります。
なお、本書においては仮差押え、差押えの場面を中心に解説していますが、
不動産について限定しており、民事保全の中でも仮処分については少ししか
触れていません。さらに、民事執行法による強制換価は強制執行だけではな
く、担保権実行の競売を含みますが、本書においては、担保権実行の競売で
はない強制執行を中心に解説しています。
また、本書の不動産調査にあたっての解説は、一般の民事事件における不
動産に関する証拠資料収集としても使用することができるように配慮してあ
ります。ただし、本書は法律書、法律解説書ではないので、法律的な債権回
収方法について解説したものではありません。
当然、迅速性、暫定性、密行性のもとでの探索・調査となると、大きな成
果は期待できない場合が多くなることと思われますが、本書を参考にして、
可能な限りの探索・調査・評価をしていただければ、存外の喜びと感じます。
本書で多く触れられなかった仮処分、強制管理、担保不動産収益執行につ
いてや、不動産に関する証拠収集に関するマニュアル的要素を含んだものに
ついては、機会があれば整理したいと考えています。
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最後になりましたが、民事法研究会の田口信義社長、松下寿美子さんには
大変お世話になりました。

平成29年 ７ 月吉日
� 曽　我　一　郎
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第３章　土地調査の留意点

第 1　土地調査の総論

Ｑ30　調査対象不動産の確定はどのようにするのですか

Ａ
　土地を調査する前に、調査すべき不動産を「確定」することが
必要になります。すなわち、調査対象の客体を明確に把握し、タ

ーゲットを絞るということです。これは必然的に土地の範囲を確定する
ことを意味します。当然のことと容易に思われがちですが、この「対象
不動産の確定」が意外に難しく、紛らわしく、後日問題になることもあ
るので要注意となります。

解説
　1　調査対象土地の確定
たとえば、債務者所有の財産調査の結果、自宅が債務者所有
になっていたことが判明した場合において、その自宅は隣地と

の間に境界等を明示した鋲や杭が全くないだけではなく、塀、垣根、柵も何
もなく隣地の山林や原野と地続きになっているときに、どのようにして対象
地の範囲を特定すべきかは容易でないことがあります。地積測量図もなく、
公図があっても公図の大きさが現地とまるで異なることも少なくありません。
特に農地は、もともと境界を示していた畦道を、後で別の場所へ付け替え
たような場合もあり、一見しただけではわからないときがあります。山林に
至っては、対象不動産は山の中腹のこのあたりに位置している程度はわかっ
ても、現地ではただ植物がうっそうと繁茂しているだけの状態で、範囲の特
定となると、全く不明なケースは珍しくありません。
登記は現況を必ずしも示したものではないのですが、不動産調査にあたっ
ては、まず登記を前提とし、登記を正しいものとして調査を始めていくこと
が手順となり、調査対象不動産の特定、確定は、登記記録の全部事項証明書、
公図、地積測量図、建物図面・各階平面図を参照して、所在、地番、地目、
地積、所有者等について一つひとつおさえていくこととなります。
そして、市区町村等が発行する資料や、入手可能なときは当事者提出の資
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料と照らしながら、対象不動産の確定作業を進めることとなります。
対象不動産の確定は物的事項に限らず、権利の態様に関する事項も必要で
すので、土地と建物の所有者が異なるときは、借地権かどうかについての調
査も必要となります。もっともこの場合、借地権かどうかの判断は、当事者
の協力がないとわからない場合がほとんどになります。さらに、土地取引に
あたっては、その土地の「表土」、「立木」も含まれるか否か争われた裁判例
（「表土」については、千葉地判昭和57・ ３・26裁判所HP。「立木」については、山

林立木に類似する立木の価値は土地価格に含まれているとした事例〔昭和59・ ７・

12東京都収用委員会裁決〕）があることから、そのような視点からの検証を要す
る場合もあります。
2　土地の地積の確認
登記地積が必ずしも現況を示したものではないことは、山林や農地におい
ては、特によくみられることですが、迅速性、暫定性を旨とする仮差押えの
ための調査においては、登記地積によって対象土地を暫定的に確定するとい
う方法は、一般的であるといえます。
詳細な地積測量は時間も費用も要することと、仮差押え、すなわち、仮差
押登記も不動産登記であるので、登記事項として対象不動産を把握し、確定
することは、迅速性、暫定性の趣旨とも合致していることになります。もし
も後日、正規の測量の結果、登記地積と現況地積との不一致が確認された場
合には、本差押え時の評価は現況地積によってなされることになり、そのと
き生ずる仮差押え時との評価見積もりの差は、仮差押えから本差押えに至る
までのリスク要因として覚悟されるべきこととなります。
一方、仮差押え時においても、簡易
測量として、電子距離計、巻き尺等に
よって、整形地の場合は、間口の長さ
に奥行き距離を乗じること等によりお
おむね地積の確認はできるので、登記
地積との大きな齟齬の有無は現地で確
認できないわけではないといえます。
ちなみに、東京23区における道路脇の
L字型側溝の幅は大体60cmでできてい

60cm×３個＝1.8ｍ
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るので、間口部分の側溝の数を数えると、写真のように巻き尺を使うことな
く、間口の長さを測ることができます。写真の場合は、60㎝× ３ 個＝1.8m
で、間口 ２ mに満たないので、原則として、建築することができないことと
なります。なお、上記写真は両側ブロック塀の内側に明示された境界がある
のでブロック塀の内側距離を測定していますが、ブロック塀の中心に境界が
ある場合もあります。
また、平均的な大人の男性が両
手を目一杯広げたときの両手長さ
は、右図のようにおおむね180cm
程度、つまり １間程度といわれて
おり、そのように身体を使った簡
易計測ができる場合もあります。
ほかにも、指を広げると親指と人
差し指の間は約 ５寸（15㎝）程度といわれ、その ２倍の10寸が １尺（約30㎝）、
６尺が １間（約1.8181m）、 １間と半間を乗じると畳 １枚の １畳、畳 ２枚の ２
畳で １坪、と続くことになります。もっとも畳の大きさも京間、江戸間等多
くのサイズがあるのでこの限りではありませんし、この方法は正確な測定に
は適しておりません。ちなみに、畳の大きさは、不動産の表示に関する公正
競争規約施行規則10条16号によると、「住宅の居室等の広さを畳数で表示する
場合においては、畳 １枚あたりの広さは1.62平方メートル（各室の壁心面積を
畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用いること」とされていま
す。
他にも、コンクリートブロック
塀の幅や高さ等は、おおむね一定
であり、誰でもできる簡易測定に
利用できるものは少なくありませ
ん。
3　筆界と土地上建物位置の確
認

筆が多く分かれているときは、
どの筆が債務者所有地であり、ま

15cm

1.8m

〔公図例〕

23－3

23－
4

23－5

23－6
道
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たどこから道路であるかを把握する必要があります。前頁の右下〔公図例〕
の23番 ５ が債務者所有地であることがわかったとしていた場合には、23番 ５
だけではなく、23番 ４ の登記も調査すべきでしょう。
公図上「道」と記載してありますが、この「道」は昔の赤道であり、現在
は23番 ４ も道路に含まれている場合もありますし、対象土地が23番 ３ のとき
は23番 ３ の南西側の一部は公衆用道路に供している可能性もあるので注意を
要します。また、23番 ４ が建築基準法上の道路ではなく、かつ第三者所有地
であったら、たとえ幅が １㎝程度であったとしても、23番 ５ は接道要件を満
たさない無道路地となり、評価は大きく下落してしまうことになります。
また、右の図でA母屋とその敷
地が債務者所有であったことがわ
かった場合は、BがAの敷地たる
土地上に存しているか、Bは建物
認定要件を満たした建物である
か、Bは登記されているか、Bの
所有者は誰か、BはAの附属建物
に該当するか等、新たに多くの調査事項が出てくることになります。
4　調査時点と価格時点の確認
不動産を調査する場合には、「調査時点」（日時）をまず記録しておく必要

があります。調査時点から対象不動産の状況が変わることもありますし、調
査時点ではわからなかったこともありますので、後日の紛争回避のためにも
調査日時は正しく記録しておくべきこととなります。店舗や特殊な施設にお
いては、調査する日時によって、まるで雰囲気が異なることは容易に想像が
つくでしょう。場合によっては夜間のネオン点灯時や休日の調査も必要とな
る場合があります。
現地での写真も必要ですが、弁護士や債権者本人による密行性、暫定性の
仮差押えのための調査にあたっては、現地における充分な注意が必要となり
ます。対象不動産が空地、駐車場、未利用地であった場合でも、他人の所有
地であることには変わりはないのですから、立入等には配慮が必要になりま
す。さらに敷衍すれば、調査した内容で評価、価格づけをする場合は、「価格
時点」（不動産鑑定評価等における不動産の価格判定の基準日）つまり、いつの時

BA
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点の価格であるかの特定も必要となります。多くは調査時点現在の価格とい
うことになると思いますが、地価が乱高下しているときは、どの時点におけ
る価格であるかが重要となります。
5　確認資料の収集
対象不動産の物的確認と権利の態様の確認に必要な資料を「確認資料」と
いいますが、まず、この確認資料を収集することから、調査はスタートしま
す。確認資料のうち主なものを列挙すると次のとおりです

項　目 内　　容

土地関係 登記記録、固定資産税評価証明書、地籍図または公図、地積
測量図、道路位置指定申請図、官民境界査定図、特に土壌汚
染に係るものとして閉鎖登記簿謄本・過去の住宅地図・航空
写真・官公庁の関連台帳ほか

建物関係 登記記録、固定資産税評価証明書、地籍図または公図、建物
図面、建物の配置図、平面図、立面図、建築確認通知書、建
築請負契約書、見積書、仕様書、建物設計図、建物竣工図、
建築計画概要書、検査済証ほか

土地区画整理関係 仮換地証明、仮換地指定図、仮換地位置図、重ね図、土地区
画整理事業計画ほか

宅地見込地関係 開発許可書、基本設計図、開発登録簿ほか

賃貸借関係 賃貸借契約書、賃料の改定経緯に関する資料、公租公課、必
要経費等一時金授受に関する資料ほか

その他 重要事項説明書、申込案内書等のパンフレット類、売買契約
書、管理規約、周辺概況図、写真ほか

（出典）�東京競売不動産評価事務研究会編『競売不動産評価マニュアル〔第 ３版〕』
29頁〔判例タイムズ社〕。

ただし、上記資料には、関係者の協力が得られて初めて入手可能なものも
多数含まれていることに留意する必要があります。
他に現地写真は欠かすことができないものですが、これらの収集した資料
はすべていつでも参照できるように保管しておくべきですし、いつどこで入
手したかについても整理しておく必要があります。
なお、上記のうち固定資産税関係書面、賃貸借契約書等は、当事者から提
示してもらう資料となりますので、密行性に従った仮差押えのための調査段
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階では入手できないことになります。原則的には市区町村や法務局発行の公
的資料によって調査を進めることになります。

人肉裁判と執行

ヴェニスの商人では、高利貸しのシャイロックがアントーニオに対し、証
文どおり「 １ポンドの肉」を切り取る目前まで至ったということは、結果的
に担保権の実行を果たせなかったとはいえ、訴訟で勝ったものの何ら債権回
収がかなわなかった原告よりもまだましかもしれません。
イェーリングは、シェイクスピアがシャイロックに人肉裁判において言わ

せている「私は法律を要求します」という言葉をもって主観的意味における
権利と客観的意味における法との真の関係、権利＝法のための闘争の意義を
的確に言い当てているとしています（『権利のための闘争』94頁［岩波文
庫］）。私的怨恨から法律へ、そして証文どおりの執行へ、ヴェニスの商人で
はシャイロックは執行をなすことはかないませんでしたが、法律を要求し、
執行の現場においては執行直前まで至ったことは評価されてしかるべきでし
ょう。
なお、われわれが目を覆うような人肉裁判も、古代法の十二表法では、体

の好きな部位を自由に切り刻んでよいと規定されていたことからも、ヴェニ
スの商人に限らず、人肉裁判類似の説話は珍しいことではなかったようで、
特別なアイディアではなかったようです。
現在でも中東方面では身体の一部切断等の刑罰は現存していますし、コラ

ム 4でも示すように、差押えは人的差押えがかつて一般的であったようです
し、そのことは差押えの本質を物語っているものといえます。

コラム ３
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