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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて 

                                  2021 年 9 月 

 

 

令和 3（2021）年 4 月 21日に、「民法等の一部を改正する法律」（令和 3年法律 24 号）及

び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」（令和 3 年法律 25 号）

が成立した（いずれも同月 28 日公布）。所有者不明土地（「不動産登記簿等の所有者台帳に

より、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を言う。

国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/common/ 001201306.pdf 参照）の「発生

の予防」と「利用の円滑化」を図ることがそのねらいであるが、改正の対象は、遺産の管理

や遺産分割に関する期間の他、物権法の共有や相隣関係、所有者不明土地等の管理、不動産

登記法の見直しなど広範に亘る。以下では、そのうち相続関係にかかわるものを中心に要点

を記しておきたい。 

 

１ 民法（相続関係）の改正 

（１）相続財産の管理 

相続財産の保存に関し、民法 897 条の 2 が新設された。そこでは、「（1 項）家庭裁判所は、

利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財

産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてそ

の相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割

がされたとき、又は第 952 条第 1 項の規定により相続財産の清算人が選任されているとき

は、この限りでない。（2 項）第 27 条から第 29 条までの規定は、前項の規定により家庭裁

判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。」と規定する。現行民法には、

相続開始後、相続の承認又は放棄まで（民法 918 条）、限定承認後（民法 926 条）、相続の放

棄後次順位の相続人が相続財産の管理を始めるまで（民法 940 条）について、相続財産の管

理に関する諸規定があるが、これらに加えて、「数人の相続人が相続の承認をしたが遺産の

分割がされていない相続財産」の管理及び「相続人不分明の場合に、相続財産の清算を目的

としない相続財産管理人の選任」を可能とすること、かつ、これらを統一的な制度として「相

続財産の保存のための包括的な相続財産管理制度を創設する」ことが、民法 897 条の 2 の

目的とされている（法制審議会民法・不動産登記法部会「部会資料 34」9 頁。以下、「部会

資料」は法制審議会民法・不動産登記法部会のものを指す。）。 

これにあわせて、民法 918 条、926条、940 条にも改正が加えられている。民法 918 条は

見出しを「相続財産の管理」から「相続人による管理」に改め、2 項・3 項が削除された。

同条旧 2 項・3 項は、新設された民法 897 条の 2 第 1 項・2項に統合されている。それとと

もに、民法 926条 2 項、940条 2 項から民法 918条旧 2 項・3項の準用が削除された。 

また、民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財
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産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該

財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存

しなければならない。」（下線は改正箇所）と改められた。同条旧1項は、「相続の放棄をし

た者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるま

で、自己の財産におけるのと同一の注意をもって，その財産の管理を継続しなければなら

ない。」と規定していたが、同項の解釈について、①「法定相続人の全員が相続放棄を

し、次順位の相続人が存在しない場合」にも適用されるか、②「相続放棄者が、相続財産

を占有していない場合や、相続財産を把握していない場合」にも管理継続義務を負うの

か、また、③義務の内容はどのようなものかといった点が明らかでないという指摘がされ

ていた（「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改正に関する中間試案」（以

下、中間試案と言う。）の補足説明90頁）。今回の改正によってこれらの点が明確にされ、

管理は保存義務を内容とすること、相続財産を現に占有している者がこの義務を負うこ

と、次順位の相続人が存在しない場合にも同項が適用されることが示された。なお、次順

位の相続人が財産の引渡しに応じない場合や次順位の相続人がいない場合に放棄者が保存

義務を免れる方策として、供託の利用が挙げられている。保存義務を負う相続財産が土地

等金銭以外の財産であって供託に適さない場合は、民法497条の活用（放棄者は、裁判所

の許可を得て土地等を競売に付し、その代金を供託できる）も考えられる（中間試案の補

足説明92頁）。 

一方、家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合（民法897条の2第1項）についても

同様に、管理の対象が現金や預金債権のみとなったときでも管理を継続するしかないとす

ると、管理人の負担が増す他、管理費用や報酬等も増加する（中間試案の補足説明76

頁）。この問題は、従来から不在者財産管理制度についても指摘されていたが、今回の改

正で、不在者の利益と管理事務の適正化を目的として、不在者財産管理人は管理している

金銭を供託できること、及び、供託がされたときは「財産の管理を継続することが相当で

なくなったとき」に該当し、管理人選任処分の取消しの審判によって管理手続を終了させ

ることができることについて、家事事件手続法に規定が設けられた（家事事件手続法146

条の2、147条）。これらの規定は、相続財産管理人にも準用される（家事事件手続法190条

の2第2項）。 

（２）相続財産の清算 

 民法897条の2によって、相続人のあることが明らかでない場合も含め、家庭裁判所は相

続財産管理人の選任等相続財産の保存に必要な処分を行うことができることが明記され

た。ただし、そこでの相続財産管理人は相続財産の清算を目的とするものではない。一

方、相続人が複数いる場合に限定承認がされ、相続財産管理人が選任されたとき（民法

936条1項）や、相続人の不存在により相続財産法人が成立して相続財産管理人が選任され

たとき（民法952条）は、これらの相続財産管理人は相続財産の清算に向けた処理を職務

とするものである。そこで、民法897条の2の相続財産管理制度との区別を目的として、民
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法936条1項及び952条から958条の「相続財産の管理人」という名称は、「相続財産の清算

人」に改められた（「部会資料51」19頁）。 

あわせて、相続人不存在の場合の相続財産の管理と清算について、規定が整備された。

すなわち、相続財産の清算人の選任に関する民法952条2項を「前項の規定により相続財産

の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一

定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、そ

の期間は、六箇月を下ることができない。」（下線は改正箇所）、相続債権者及び受遺者に

対する弁済に関する民法957条1項を「第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清

算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内に

その請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、

同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満

了するものでなければならない。」（下線は改正箇所）と改めた。また、相続人の捜索の公

告について規定していた旧958条を削除し、旧958条の2を新958条に、旧958条の3を新958

条の2として、調整を行っている。これらの改正は、従来、相続人不存在の場合に、①家

庭裁判所による相続財産管理人選任の公告（民法952条旧2項）を2カ月、その後、②相続

債権者らに対し請求の申出を求める公告（民法957条旧1項）を2カ月、さらにその後、③

相続人捜索の公告（民法旧958条）を6カ月、と3回の公告を行うとし、権利関係の確定に

計10カ月以上を要していたのに対して、必要以上に手続が重く、相続財産の管理費用も高

額となっているとの指摘を受けて、相続人のあることが明らかでない場合の相続財産の清

算手続の合理化を図ったものである。3つの公告を並行して行い、事務の合理化を図ると

ともに、公告期間を短縮することがねらいである（中間試案の補足説明88頁。「部会資料

51」19頁以下は、補足として、民法952条新2項の相続人捜索の公告の期間内に相続人とし

ての権利を主張する者がないときは、管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者も含め

失権効が生ずる（旧958条の2・新958条）ため、民法957条新1項の相続債権者等に請求の

申出を促す公告の期間は、民法952条新2項の公告期間満了までに満了する必要があるこ

と、相続債権者等に対する請求の申出の公告は「相続財産の清算人が事案に応じて適切と

認める時期」にすれば足りることを述べている。）。 

（３）遺産の共有 

共同相続の場合において相続財産は相続人の共有に属すると定める民法 898 条に、第 2 項

として「相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第 900 条から第 902 条ま

での規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。」との規定が新設され

た。民法 898 条による遺産の共有（遺産共有）については、物権法の共有と性質を異にする

ものではないというのが従来からの判例の立場であり（最判昭和 30・5・31 民集 9 巻 6 号

793 頁）、遺産共有には民法 249 条以下が適用される。 

今回の改正では、共有に関する諸規定について、共有物の使用や変更、管理に関する民法

249 条、251条、252 条等も整備された。民法 249 条には 2 項、3 項が新設され、共有物を使
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用する共有者の対価償還義務や善管注意義務が定められた。民法 251条では、共有物の変更

に当たる行為とはどのようなものかについて明確化が図られ（同条 1 項）、また 2 項を新設

して、共有者が他の共有者やその所在を知ることができないときにも、裁判所の裁判により

共有物に変更を加えることを可能にした。民法 252 条は共有物の管理行為と保存行為に関

する条文であるが、従来と同様に、共有物の管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従

い、その過半数で決するとした上で（同条 1項）、共有者が他の共有者やその所在を知るこ

とができない場合などにおける共有物の管理について、規定が設けられている（同条 2 項か

ら 5項を新設。ただし 5項の保存行為に関する規定は、民法 252条旧ただし書と同一内容。）。 

民法 249 条以下による共有物の使用・管理・変更は、このように共有者の持分を基準とし

て行われるが、遺産共有の場合、この持分は各相続人の相続分である。そこで、民法 898 条

2 項を新設して、相続財産の共有における共有者の持分は、指定相続分（民法 902 条）があ

るときはそれにより、相続分の指定がないときは法定相続分（民法 900 条、901条）とする

ことが明記された（「部会資料 51」17 頁）。 

（４）遺産分割に関する見直し 

（ｉ）相続開始時から 10 年経過後の遺産分割 

今回の改正にあたり、所有者不明土地等の「発生の予防」のために遺産分割を促進し、分

割結果に応じた不動産の登記を確実に行っていくことが有用であることは、当初より指摘

されてきた（法制審議会民法第 183 回会議配布資料「民 5」、「部会資料 1」4 頁、「部会資料

5」1 頁）。この要請に基づき、民法 904 条の 3 が新設され、一定期間経過後の遺産分割にお

ける相続分に関する規定が置かれた。それによれば、「相続開始の時から 10 年を経過した後

にする遺産の分割」には特別受益（民法 903条、904 条）及び寄与分（民法 904条の 2）の

規定は適用されない（民法 904 条の 3 本文）。すなわち、相続開始から 10年を経過したとき

は相続人は原則として具体的相続分による分割を求める利益を失い、指定相続分又は法定

相続分による遺産分割が促される。 

ただし、例外として、「相続開始の時から 10 年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺

産の分割の請求をしたとき」（民法 904 条の 3 ただし書第 1号）又は「相続開始の時から始

まる 10 年の期間の満了前 6 カ月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを

得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から 6 カ月を経過する

前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき」（同第 2 号）は除かれ、特

別受益、寄与分に基づく具体的相続分による遺産分割を行うことになる。 

なお、遺産分割そのものについて期間制限はなく、また 10 年経過後は指定相続分又は法

定相続分に従い遺産分割がされたとみなされるものでもない。そして、期間経過の前後を問

わず、遺産の分割は民法 906 条以下の定める遺産分割手続による（「部会資料 31」5 頁、「部

会資料 42」1 頁）。また、10 年の期間経過後であっても、共同相続人間で具体的相続分によ

る遺産分割をするとの合意がなされたときは、遺産分割協議のみならず調停・審判でもそれ

によることが可能である（「部会資料 51」20 頁）。 
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 あわせて、民法 904 条の 3 の新設に伴い、家事事件手続法にも遺産分割審判の申立ての

取下げ（家事事件手続法 199条 2 項）及び遺産分割調停の申立ての取下げ（家事事件手続法

273 条 2 項）に関する規定が設けられた。いずれも、相続開始時から 10 年を経過した後は、

相手方の同意を得なければ取下げは効力を生じないとしており、具体的相続分による分割

についての相手方の利益の保護を目的とする。 

（ⅱ）遺産分割の禁止 

 遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止に関する民法 908 条に、共同相続人の合意によ

る遺産分割の禁止（遺産分割禁止特約）に関する規定が加えられた（民法 908 条 2 項・3 項）。

それに従い、共同相続人は、5 年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部につき分割をし

ない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から 10 年を

超えることができない。この契約は 5 年以内の期間を定めて更新することができるが、その

期間の終期は、相続開始時から 10年を超えることができない。 

 また、従来から規定のあった家庭裁判所による遺産分割の禁止についても条文が整備さ

れた（民法 908条 4 項・5項）。その内容は遺産分割禁止特約と同様であり、家庭裁判所は、

特別の事由があるときは、5 年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部につき分割を禁ず

ることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始時から 10 年を超えることができな

い。また、家庭裁判所は、5 年以内の期間を定めてこの期間を更新することができるが、そ

の期間の終期は、相続開始時から 10 年を超えることができない。 

（５）相続財産に属する共有物の分割の特則 

 今回の改正では、相続関係以外にも、所有者不明土地等の「利用の円滑化」をねらいとし

て、共有物の管理に関する諸規定（民法 249条以下）の見直しや（前述１（３））、所有者不

明土地・建物、管理不全土地・建物の管理を目的とする新制度が設けられている（民法 264

条の 2-264条の 14）。ライフラインの導管の引き込み等、隣地使用権（民法 209条）に関す

る条文の整備や継続的給付を受けるための設備設置権・設備使用権（民法 213 条の 2、213

条の 3）の新設など、相隣関係における権利義務の明確化も図られた。 

その中で、特に相続財産の分割の特則として注目されるのが、民法 258 条の 2 の新設で

ある。同条は、「（1 項）共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同

相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有

物又はその持分について前条（筆者注：258 条の裁判による共有物分割）の規定による分割

をすることができない。（2 項）共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始

の時から 10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持

分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について

遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定

による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。（3 項）相続人が前項

ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第 1 項の規定による請求を

受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から 2 カ箇月以内に当該裁判所に
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しなければならない。」と規定する。 

民法 898 条により共同相続人が共有する遺産については、民法 906 条以下の遺産分割手

続による分割を要し、遺産分割前に相続人が個々の相続財産につき民法 258 条 1 項の共有

物分割請求をすることはできないとするのが、従来からの判例である（最判昭和 62･9･4 家

月 40 巻 1 号 161 頁）。民法 258 条の 2 第 1 項は、この判例の準則を条文上明らかにしたも

のである。 

他方、一個の共有物に通常の共有と遺産共有が併存しているような場合には、通常の共有

関係解消のための分割手続は共有物分割訴訟であるものの（最判昭和 50･11･7民集 29 巻 10

号 1525 頁）、残余の遺産共有部分はなお共同相続人らの遺産分割手続によらなければなら

ないと解されている。しかし、「遺産分割上の権利を長年にわたって行使しておらず、共有

物分割の請求がされても特に遺産分割上の権利を行使しないようなケース」などでは、共有

物分割手続の中で一回的に解決を行っても相続人の遺産分割上の権利を不当に害すること

にはならず、簡便であるとも考えられる。そこで、民法 258 条の 2第 2 項が設けられ、相続

開始時から 10 年を経過し、かつ、「共有物分割請求がされた後にも遺産分割の申立てをせ

ず、また、遺産分割の申立てがあっても、共有物分割による処理に異議の申出をせず、遺産

分割上の権利を行使しないとき」は、裁判所は、共有物分割判決において共同相続人間の分

割も行うことができることとされた（「部会資料 42」3 頁）。なお、相続人が異議の申出をす

る場合、裁判所から通知を受けた日から 2 カ月以内にしなければならない（民法 258 条の 2

第 3 項）。 

 

２ 不動産登記法の改正 

（１）相続登記等 

従来、土地所有者の死亡によって相続が開始した後、速やかに相続登記が行われないまま

第二次、第三次の相続が起こることが、所有者不明土地発生の一つの要因であると指摘され

てきた。そこで、今回の法改正では、そのような不動産の「発生の予防」を目的に、相続登

記（相続による所有権の移転の登記）の申請が義務化された。すなわち、所有権の登記名義

人について相続の開始があった場合、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために

相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から 3 年以内

に、所有権の移転の登記を申請しなければならない（不動産登記法 76 条の 2 第 1 項前段）。 

相続登記の申請義務は、法定相続分に従った相続登記（民法 900 条、901 条により算定し

た相続分に応じてする所有権の移転の登記）の他、遺産分割後に当該遺産分割の結果を踏ま

えてされる相続登記や特定財産承継遺言による取得に基づく所有権移転登記の申請によっ

ても、履行されたことになる（「部会資料 57」1 頁）。 

なお、法定相続分に従った相続登記がされた後に遺産分割があった場合、当該遺産分割に

よって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、やはり所有権移転登記の申請義務を負

う（不動産登記法 76 条の 2 第 2 項）。今回の不動産登記法改正の目的が、「不動産登記を見
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ればその所有者が判明するようにする」点にあることから、法定相続分による相続登記がさ

れてもその後の遺産分割で当該相続分を超えて所有権を取得した者があるときは、登記の

申請を義務づけ、不動産登記に反映させることがねらいである（「部会資料 57」2 頁以下）。 

また、遺贈についても、受遺者が相続人である場合に限り、遺贈による所有権の移転登記

手続を簡略化した上で登記申請義務が課されることになった。すなわち、相続人に対する遺

贈は、不動産登記法 60条の共同申請主義の例外として登記権利者が単独で登記の申請をす

ることができ、かつ相続登記の場合と同様に 3 年以内の申請の義務を負う（不動産登記法

76 条の 2第 1 項後段。「部会資料 57」9 頁）。 

（２）相続人申告登記 

今回の改正で、新たな制度として相続人申告登記が設けられた。相続登記の申請義務の履

行において簡易な方法として機能することが、その目的とされている。すなわち、相続人が

登記官に対して、不動産登記法 76条の 2 第 1項の定める 3 年の期間内に、所有権の登記名

義人につき相続が開始したこと及び自らがその相続人であることを申し出れば、相続登記

の申請義務の履行があったとみなされる（不動産登記法 76 条の 3 第 1項・2 項）。 

相続人申告登記は、登記官の職権による報告的登記であり、申出をした者の氏名及び住所

等が所有権の登記に付記される（不動産登記法 76 条の 3第 3 項）。したがって、個人単位

での登記となり、相続人が他の相続人の存在やその人数にかかわらず、自らの登記申請義務

を容易に履行することができる（「部会資料 57」6 頁）。 

なお、相続人申告登記の申出をした者が、当該登記がされた後に遺産分割によって所有権

を取得したときは、遺産分割の日から 3 年以内に、遺産分割の結果に基づく所有権移転の登

記を申請しなければならない（不動産登記法 76条の 3 第 4項）。また、相続人申告登記の申

出をした者が、当該登記の前に遺産分割によって所有権を取得していたときも、この遺産分

割の日から 3 年以内に遺産分割の結果に基づき所有権の移転の登記を申請しなければなら

ない（不動産登記法 76 条の 3 第 2 項「（当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除

く。）」がこの趣旨を示す。）。したがって、遺産分割が相続人申告登記の前後いずれの時点

でされたかにかかわらず、当該遺産分割の結果を踏まえた所有権移転登記の申請が必要と

なる（「部会資料 57」6 頁以下）。 

（３）氏名等の変更登記 

相続登記と同様に、氏名・住所等の変更登記の申請も今回の改正で義務化された。すなわ

ち、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所

有権の登記名義人は、その変更があった日から 2 年以内に、氏名若しくは名称又は住所につ

いての変更の登記を申請しなければならない（不動産登記法 76 条の 5）。これは、相続の場

面に限らず、一般に不動産登記の公示機能の向上をねらいとし、自然人とともに法人である

会社等の商号や住所等の変更も対象となる。 

また、不動産登記法 76条の 6 により、登記官の職権による氏名若しくは名称又は住所の

変更の登記についても規定が新設されている。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人で
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あるときは、その申出があるときに限られる。 

（４）登記名義人の死亡の事実の公示 

 不動産登記法 76 条の 4 で、「所有権の登記名義人についての符号の表示」に関する規定

が新設された。これは、所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべ

き場合、登記官が職権で、当該登記名義人につきその旨の符号を表示できるというものであ

る。具体的には、住民基本台帳制度の趣旨等に留意しつつ、登記官は、住民基本台帳ネット

ワークシステムに定期的に照会を行うなどして、自然人である登記名義人の死亡の事実を

把握し、登記所が相続の発生を不動産登記に反映させるという仕組みが考えられている

（「民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）の改正等に関する要綱案」18 頁、「部会資

料 57」13 頁）。 

（５）申請義務違反に対する過料 

相続登記や遺産分割による所有権移転登記、遺贈による登記の申請について、正当な理由

なくこれらの申請を怠ったときは 10万円以下の過料が課される（不動産登記法 164条 1項、

76 条の 2第 1 項・2 項）。変更登記の申請義務のある者が、正当な理由なく申請を怠ったと

きも、5 万円以下の過料に処せられる（不動産登記法 164条 2 項、76条の 5）。 

 

３ 「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」（相続土地国庫帰属

法） 

所有者不明土地の「発生の予防」の観点から、相続（相続人に対する遺贈の場合を含む）

によって土地の所有権又は共有持分を取得した者が、法務大臣の承認を得て当該土地の所

有権又は共有持分を国庫に帰属させることができる制度が新設された（相続土地国庫帰属

法 1 条、2 条 1 項）。土地が数人の共有に属する場合、法務大臣への承認の申請は、共有者

全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合には、共有持分の全部を相続

等以外の原因によって取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部

を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる（同法 2 条 2 項）。 

なお、この制度の利用によって、相続人が土地の管理コストを国へ転嫁し、相続財産の管

理を疎かにするといった事態を回避する必要がある（中間試案の補足説明 149頁）。そこで、

法務大臣の承認の対象となるのは、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労

力を要する」ような土地ではないものであることが要件とされる（同法 5 条）。法務大臣は、

承認の審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができ

る（同法 6条 1 項）。 

法務大臣の承認があったときは、承認申請者は、当該土地の管理に要する 10 年分の標準

的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭（負担金）を納付しな

ければならない（同法 10 条 1 項）。承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時

に、当該土地の所有権は国庫に帰属する（同法 11 条 1 項）。 
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４ 施行期日 

「民法等の一部を改正する法律」の施行期日は、原則として、公布の日から起算して 2 年

以内の政令で定める日である（附則 1 条本文）。ただし、相続登記の申請の義務化等に関す

る諸規定（不動産登記法 76 条の 2、76条の 3）は公布後 3 年以内（附則 1 条ただし書 2号）、

住所等変更登記の申請の義務化等に関する諸規定（不動産登記法 76条の 4-76 条の 6）は公

布後 5 年以内の政令で定める日とされている（附則 1 条ただし書 3号）。また、遺産分割に

関する民法 904 条の 3 及び 908 条 2 項から 5 項までの諸規定は、施行日前に相続が開始し

た遺産の分割についても適用される（附則 3条）。 

相続土地国庫帰属法の施行期日は、公布の日から起算して2年以内の政令で定める日で

ある（附則1条）。なお、政府は、同法の施行後5年を経過した場合に、同法の施行の状況

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとされている（附則2条）。 

 

                                  常岡史子 


