
（１）仮に代表役員の地位を有する者の登記

　ご紹介する「仮に代表役員の地位を有する者」という代表者の登記は、昭和

52年徳島地裁の仮処分判決に基づいてなされたものです。この事件について

は、安武敏夫先生が龍谷大学宗教法研究会の「宗教法研究」第７輯に、黄檗宗

竹林寺事件―住職懲戒処分・宗派離脱事件―として取上げておられます。

それによりますと、竹林院というお寺が、寺院所有の山林に公園墓地の造成計

画をしたことに端を発して、そこに不動産業者がからみ、宗派を巻き込んだ本

末紛争に発展し、宗派離脱の通知、宗派からの住職の懲戒処分、新住職の特任

という経過をたどったという寺院財産紛争の典型的な事例だということです。

　私は、平成４年頃ある宗教法人の事件で、この登記先例に関わることになり

ました。その事件は財産紛争ではありませんでしたが、宗派が特命住職代務を

選任して、その代表役員代務者の登記をすると、相手方が職務執行停止をとる

ということを繰り返して、結局、宗派の方は、その住職を懲戒処分し、代表役

員の解任登記をしました。それに対して相手方である元代表役員が、当該寺院

に対して、代表役員地位保全仮処分を申し立て「代表役員兼責任役員の職務を

行う地位にあることを仮に定める」という決定をとったという事件でした。そ

のとき私は、特任とか特命住職代務とか、宗教法人法では代表役員代務者とな

りますが、なぜ宗教法人には、他の法人にないこのような代務者の制度がある

のだろうかと思いました。また、ご紹介するこの登記先例を読んだときは、代

表者としての登記事項を、民法法人のように「理事の氏名、住所」と特定しな
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いで、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」と規定することによって、例

えば代表役員代務者の就任や清算人の就任なども、代表権を有する「資格」者

の変更として登記することについて興味をもちました。ご紹介する２つの先例

から、実体関係を登記手続に反映するための考え方や問題点の一端でも報告す

ることができれば幸いです。

①竹林院の登記の経過

　お手元の登記簿の記載をご覧下さい。宗派が住職Ａを懲戒処分すると同時に

後任住職としてＢを特任したことにより代表役員となったＢは、前住職Ａの代

表役員の解任登記と、自分の代表役員就任登記手続を了していたところ、解任

されたＡが当該寺院に対し、Ｂの代表役員選任無効確認訴訟を提起しました。

同時にＡは、本案判決確定にいたるまでＢの代表役員の職務執行停止と、Ａの

代表役員地位保有等仮処分申請事件について判決あるまでの間代表役員の職務

を行わせるため、徳島弁護士会所属弁護士甲を職務代行者に選任するという仮

処分決定を得て、代表役員の職務代行者として甲の登記を完了しました。

②先例の登記

　さらにＡは、代表役員地位確認請求事件の本案判決確定に至るまでＡを「代

表役員の地位にあることを仮に定める」という旨の仮処分判決を得ました。そ

こで、この仮処分判決に基づいてＡから登記申請がなされましたが、管轄法務

局では、仮の地位を定める仮処分判決によって代表役員の地位にあることを仮

に定められた者を宗教法人法52条２項６号の代表権を有する者として受理して

よいかどうか、つまり代表者たる資格に該当するかどうかという照会をしまし

た。それに対して法務省民事局長からなされた回答がご紹介する先例です（昭

和53年２月21日付民４第1099号民事局長回答）。

『宗教法人の代表役員の解任に伴い、代表役員の地位に争いがあり、代表役

員地位確認請求事件を本案として、「代表役員の地位にあることを仮に定め

る。」旨の仮処分判決があった場合、代表役員の地位にあることを仮に定めら

れた者からの申請により、その者を宗教法人法第52条２項６号の代表権を有

する者として登記することができる。右の場合、その者の資格は「仮に代表

役員の地位を有する者」とする。』
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　この先例の趣旨は、代表権を有する者としては代表役員や代表役員代務者、

清算人に限られる訳ではないという先例もあり（注）、したがって仮処分判決に

よって代表役員の地位にあることを仮に定められた者も、暫定的ではあるが本

案訴訟の判決確定に至るまでの間、宗教法人を代表する者として法律上の地位

があることを定められたのであると考えられるから、「仮に代表役員の地位を

有する者」も代表権を有する者、つまり代表者となるべき資格を有する者であ

るといえる。そうすると、宗教法人法52条２項６号により、その者を｢代表権

を有する者｣として登記することができ、その場合、代表者たる資格を「仮に代

表役員の地位を有する者」として登記すればよいという回答がなされたもので

あると解説されています（「登記先例解説集」18巻５号25頁以下）。

（注）宗教法人と同様に「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記す

べき事項とされている森林組合について、代表権を有する者の変更登記

として、申請により、理事の職務代行者の就任登記をすることができる

という先例があり、宗教法人についても、同様に代表役員の職務代行者

選任の仮処分決定に基づき、職務代行者を「代表権を有する者」として

登記できる（昭和41年10月19日民事甲第2940号民事局長回答、「登記研

究」239号76頁）。

③職務執行停止の仮処分の登記について

　ついでにご説明しますと、竹林院の登記簿には、職務代行者の登記の前提と

してなされているはずの職務執行停止の仮処分登記がありません。

　なぜ職務執行停止の仮処分の登記ができなかったかというと、仮処分決定が

あっても、それが登記事項となるかどうかは別問題ということだからです。つ

まり職務執行停止の仮処分を登記するためには、それを登記事項とする旨の規

定がなければ、嘱託登記はもちろん申請によっても登記することはできないと

いうことだからです。

　例えば、株式会社の取締役や監査役については、昭和13年の改正によって商

法270条が設けられて、職務執行停止、代行者選任の仮処分が登記事項となり、

非訟事件手続法139条５号に嘱託登記の規定が置かれましたが、それまでは、

民事訴訟法上の仮処分決定があってもその登記はできなかったということだっ
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たようです。　　

　学校法人や社会福祉法人など組合等登記令が適用される法人については、昭

和39年に組合等登記令が制定されたとき、その第７条に「裁判所の処分により、

組合等を代表する者の職務の執行が停止されたときは、その旨を登記しなけれ

ばならない。」と規定し、第15条に「第７条の登記は、官庁の嘱託によってする。

裁判所の処分により組合等を代表する者の職務を代行する者が選任された場合

の登記も同様とする」という規定がおかれました。

　宗教法人についても昭和39年に宗教法人法の改正がなされました。ご存知の

とおり代表者の登記事項として「代表役員と責任役員の氏名・住所」と規定さ

れていたのを、代表権のない役員は登記する実益が乏しいとして責任役員が登

記事項から外れて、他の法人と同様に「代表権を有する者の氏名、住所及び資

格」を登記事項とするというものでした。しかし、職務執行停止等の規定がお

かれませんでしたので、民事訴訟法に基づき職務執行停止の仮処分等はできる

けれど、その仮処分決定を登記に反映するための明文の根拠がないから、登記

をすることができないということになっていました。

④職務代行者の登記

　職務代行者については、前述のとおり登記事項が代表役員ではなくて代表権

を有する者と改正されたことから、代表役員の職務代行者は、代表役員と同様

に代表権を有する者であるといえるからその代表者となるべき資格を「職務代

行者」として登記をすることができることになりました。ただ嘱託登記をする

ための明文規定がないので、仮処分決定書を添付して、その者から申請があれ

ば登記をすることができるという扱いでした（「登記研究」239号76頁）。この点

で、民法法人は、「理事の氏名・住所」が登記事項とされていますので、職務代

行者が選任されても理事以外は登記できなかったことと異なることになります

（民法46条１項８号）。

　なお、職務代行者の登記がなされると、宗教法人については、法律上代表権

を有する者は１人に限られていますが、その代表役員の登記はそのままにして

おいて、登記簿上代表権を有する者が２人いるような登記になります。このこ

とについては、あとで触れたいと思います。



代表役員の登記について 5

　以上のような経緯で、竹林院の場合も、職務執行停止の仮処分登記はできな

いけれど、職務代行者の登記は本人の申請によってできたということです。そ

して、その後、地位保全の仮処分によって代表役員の地位にあることを仮に定

められた者も「代表権を有する者」といえるから登記する必要があるとして、

先の先例に基づき「仮に代表役員の地位を有する者」として登記ができました。

なお、竹林院の場合、職務代行者は、仮の地位を定める仮処分判決までの間の

職務代行者となっていましたので、Ａが仮の地位に定められた結果、職務代行

者の資格喪失による退任の登記が同時になされています。

⑤代表権を有する者が登記事項となったこと

　昭和39年に民法法人以外のほとんどの法人が代表者の登記事項として「代表

役員の氏名、住所」から「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」と改正さ

れましたが、これによって、具体的にどのようになったかということについて

ですが、例えば、代表役員代務者や清算人について、改正前は宗教法人法56条

に代務者の登記、同59条に清算人の登記という規定がありましたが、これらが

削除され、「代表権を有する者」の「資格」の中にまとめられました。その結果、

代表役員代務者や清算人の就任登記が削除される前の56条や59条に基づく独立

の登記ではなく、代表者になるべき者の資格・氏名が変更になった、つまり代

表役員から代表役員代務者へ、あるいは清算人へというように代表権を有する

者の変更登記として処理されることになりました。つまり、会社の清算人は、

清算人に関する根拠規定として商法123条が準用されており、清算人の氏名・住

所が独立の登記事項とされていますが、宗教法人法ではその根拠規定が削除さ

れ、清算人も代表者たる資格の一つになったということです。

⑥平成元年の民事保全法によって改正された点

　現在は平成元年に制定された民事保全法（平成３年１月１日施行）と、それ

に伴って改正された宗教法人法56条によって、代表役員や代務者に職務執行停

止、代行者選任の仮処分があったときは、その登記をしなければならないと規

定されました。そこで、職務代行者の就任登記についても、それまでのような

「代表権を有する者」の変更登記ではなく、独立の登記となりました。
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⑦代表権を有する者が２人になる場合

　宗教法人法は代表役員を１人と規定しているところ、竹林院のようなケース

では「代表役員」と「仮に代表役員の地位を有する者」の両方が登記され、登

記上代表権を有する者が２人いるかのような登記になっていることに関して、

最初に申し上げました私が関与した登記の一事例について少しお話いたしま

す。

　お手元の登記簿のとおり、私は依頼を受けて、相手方である代表役員Ｘの住

職たる地位の解任に基づく代表役員退任登記と、登記簿の記載を省略しました

が、代表役員代務者が特命されたのでその就任登記をしたのち、新しい代表役

員Ｙの住職選任手続を経て、その就任登記をしましたところ、Ｘから仮処分申

請がなされ、本案判決確定に至るまで、Ｙの職務の執行を停止する、そしてＸ

を「代表役員及び責任役員に仮に定める」という決定がでました。そこで、登

記簿には、代表役員Ｙのあとに、Ｙの職務執行停止の登記及び「仮に代表役員

の地位を有する者」としてＸという登記がなされていました。

　その後、執行停止になっていた代表役員Ｙが亡くなりましたので、Ｙの後任

住職の選任手続を規則にしたがって行い、代表役員Ｗが選任されました。そこ

で私の方は、Ｙの死亡による退任登記とＷを代表役員とする就任登記を、新代

表役員Ｗより申請しましたところ、管轄法務局から、申請権限のない者からの

申請として受理できないと言われました。

　その理由は、宗教法人法では代表役員は１人と規定されている。確かに規則

に定められた手続によってＷが住職に選任され、代表役員となったことは認め

られる、したがって、内部的にはＷが住職であり、代表役員であるということ

になるけれども、登記されている仮の地位を有するＸも代表権を有する者であ

るから代表権限を行使できる者であって、例えば、代表役員代務者の規定であ

る宗教法人法20条１項２号の場合のように、代表役員に職務を執行できない事

由があって代務者が選任されたときは、まさに職務を執行できないのだから代

務者の就任登記もその代務者が自ら申請することになるのは当然であるが、Ｘ

にはそのような職務を行えない事由がないから、登記申請権限はただ１人Ｘに

あると解すべきであるということでした。
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　確かに、第20条１項２号の代務者は、代表役員について事実上職務を行使で

きない事由があるときに選任され、その事由が止んだときは当然退任すること

になっていますので、登記の取扱いとしては代表役員と代務者が併記されま

す。また、ご紹介した竹林院の事件では、宗教法人法56条がまだなかったの

で、登記されている代表役員Ａについて職務執行停止の仮処分の登記がないま

ま、職務代行者甲、次いで仮に代表役員の地位を有する者Ｂの登記が実行さ

れ、登記上も併記されていますが、これは職務代行者選任の仮処分の前提とし

て、代表役員Ａについて職務執行停止の仮処分があるのは当然であり、した

がって職務代行者のみが職務を行うことができるということが明らかだったか

ら、Ａと甲、ＡとＢが併記される登記が可能だったということになるのかもし

れません。

　本事例の件は、訴訟代理人の先生方の判断で取下げましたが、私自身は裁判

所で認められた仮に代表役員の地位を有するＸと、規則にしたがって選任され

たＷとは、選任機関も、当然代表者としての資格も違うのだから、登記できな

いのはおかしいのではないか。宗教法人の自治規範である規則に定められた手

続によって住職に選任され代表役員になった者は、規則で予定された代表権を

有する者にほかならないと考えます。したがって、登記完了後、相手方である

ＸがＷの職務執行停止を請求すればよいということではなかったかと思ってい

ます。

（２）任期伸長規定と代表役員代務者の制度

　宗教法人法は、宗教法人の代表役員を１人と規定していますから、唯一の代

表役員が欠けたり、職務が出来ないという事態が生じると、直ちに法人活動に

支障をきたすことになります。それに多くの宗教法人は、住職を代表役員に充

てるという「充て職制」がとられており、また一般のお寺では、住職の任期は

終身ということで、代表役員も終身ということになっています。そうすると病

気等によって職務の執行ができないという事態が生じる機会も多く、また死亡

による後任者の選任といっても一定の宗教上の資格や定められた宗派の任命手
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続が必要になったりしますので、後任者の選任に時間がかかり、その間代表者

を欠くということも考えられます。

　一般に代表者が欠けたような場合、会社では仮代表取締役、仮取締役（商法

258条２項、261条２項）を、民法法人の場合には仮理事（民法56条）の選任を

裁判所に請求するという制度になっており、社会福祉法人の仮理事の選任は、

都道府県知事に請求することになっています。しかし、宗教法人法20条は、代

表者が欠けたような場合に信教の自由という関係から国家機関の関与を排除し

て、当該宗教法人の規則により選任する「代表役員代務者」という特別の制度

を設けることを義務づけています。

①事例

　お手元の先例は、ある宗教法人の規則に、

第13条「代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任する

ときまで、なお、その職務を行うものとする」

という規定、いわゆる任期伸長規定と、

第14条「代表役員又は責任役員が死亡、辞任、任期満了その他の理由によって

欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことが出来ないと

き」は、代務者を置かなければならない

という規定とが存在する場合に、当該宗教法人の代表役員（仮に甲という）が

任期満了によって退任し、すみやかに後任者を選任することができないとし

て、第14条に基づき代表役員代務者（仮に乙という）の就任登記申請があった

場合に、第13条で、「代表役員は任期満了後でも後任者が就任するときまで、

なお、その職務を行う」という規定があることとの関係から、はたして代務者

を置くべき事由である「代表役員が欠けた場合」に該当するかということが問

題になった先例です。

②任期伸長規定について

　宗教法人法には代表役員の任期に関しての定めはなく、代表役員の資格、任

免、任期、職務権限については、当該宗教法人の規則に定めることになってい

ますので（宗教法人法12条）、一定の任期とすることも、また終身とすることも

自由に決めることができることになっています。
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　そこで、一定の任期の定めがあって、その任期満了後、直ちに後任の代表役

員が選任されないときは、代表役員の空白状態が生じることになりますので、

それを避ける方法として、この宗教法人の第13条のように「代表役員は、辞任

又は任期満了後でも後任者が就任するときまで、なお、その職務を行うものと

する」という規定が一般に設けられています。この規定の趣旨は、任期満了に

なっても後任者が就任するまでそのまま任期は伸長する。 つまり、後任者が

就任するときまでは、まだ代表役員の地位にあると考えるのです。したがっ

て、こういう規定がある場合の代表役員の退任日は、本来の任期満了の日では

なく、後任の代表役員の就任した日に退任する、つまりそれまで任期が伸長さ

れているのだという先例が昭和33年にでております（注）。それ以降、登記実務

では、こういう規定を任期伸長規定として取扱っています。

（注）宗教法人の規則に「代表役員及び責任役員は退任しても後任者が就任す

るときまで、なお職務を行うものとする」等の定めがある場合には、前

任者は後任者の就職したとき退任する（昭和33年３月11日民事甲第478号

民事局長心得回答）。

③権利義務規定について

　同様の規定が商法258条にもあり、「任期の満了または辞任によりて退任した

る取締役は新たに選任せられたる取締役の就職するまでなお取締役の権利義務

を有す」と規定されて、任期満了や辞任によって取締役の定員が欠けた場合、

後任取締役が就任するまでの間、特別に取締役としての権利義務を認めて、取

締役の資格は継続すると考えられています。

　この権利義務を有する取締役の退任登記ができる時期については、後任者が

就任したときに退任登記をすることができるという扱いです（注１）。なお、権

利義務を有する取締役の退任の日については、登記実務上も分かれていたよう

ですが、昭和31年民事局長の回答により、後任者の就任した日ではなく、現実

に退任した日、つまり、任期満了の日であり、また辞任の意思表示が到達した

日が退任の日となることに統一されました（注２）。

　これらの先例から、登記実務上では、権利義務規定は、任期が満了すると、

そこで任期が終了するので、退任の日は本来の任期満了日であるけれども、後
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任者が就任するときまで前任者が引続き職務を行う権利と義務があることを認

められたもの、任期伸長規定は、任期満了後でもなお代表役員としての資格を

もち、ずっと任期が伸長されているから、退任の日は後任者の就任した日とな

ると理解されているのです。

　そうしますと、先ほどの代表役員甲の任期が満了になったとしても、任期伸

長規定がある以上、甲は、後任の代表役員が就任するまで、なお代表役員の地

位にあり、そのまま引続き職務を行うことができるのであるから、代表役員が

欠けた場合に該当せず、したがって代表役員代務者乙を選任する必要がないと

いうことに、一応なります。

（注１）大審院判決の中には退任時に退任の変更登記をなすものと判示してい

るものもありましたが、昭和43年最高裁判所がこれを変更し、退任登

記は、新たに選任された後任者が就職するまで許されないという判決

がでて解決しました。

（注２）取締役変更登記の取締役退任の日は、後任者就任の日ではなく、その

任期満了又は辞任の日である（昭和31年４月６日民事甲第746号民事局

長回答）。

④代表役員代務者の選任について

　宗教法人法20条１項１号には、「代表役員又は責任役員が死亡その他の事由

に因って欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないと

き」は、規則で定めるところにより代務者を置かなければならないと規定して

います。「欠けた場合の事由」として、逐条解説ではその他の事由とは辞任、欠

格事由に該当する場合などと書かれています。そして、「すみやかに」後任者を

選任できないときとは、通常、後任者選任に要する期間を経過しても選任でき

ないような場合であり、登記手続では、すみやかに後任者を選任できない事由

を証する書面を添付する必要はありません。

⑤先例の趣旨

　先例の事例は、代表役員甲が任期満了になったので、同じ甲が再選されたと

いう代表役員変更登記申請について、選任手続に必要な認証書の添付がないと

して法務局が登記申請を却下した翌日、甲と対立しているとされている乙か
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ら、代表役員が任期満了により欠け、後任者がすみやかに選任されない事情が

あるので、規則に基づき乙が代表役員代務者に選任されたとして、代表役員代

務者就任の登記申請がなされたという事例でした。

　ここで問題になったのは、まさに規則に、任期伸長規定と任期が満了したと

きは代表役員代務者を選任しなければならないという規定がある場合、どちら

の規定を適用すべきかということです。

　登記申請を受けた法務局では、

Ａ説　代表役員は、任期満了後でも後任者が就任するときまでなお、その職

務を行う旨規定されていることから（規則13条）、規則14条に規定する

「代表役員が任期満了によって欠けた場合」には該当しないので、代表

役員代務者を選任する旨の登記申請は却下すべきである。

Ｂ説　規則14条に規定する「代表役員が任期満了によって欠けた場合」とは

単に任期が満了しただけでは足りず、事実上職務を行うことができな

い事由が存しなければならない。本件の場合は、その事由の存在が明

らかでないので却下すべきである。

Ｃ説　代表役員の任期が満了したときは、規則14条に規定する「欠けた場合」

に該当し、代表役員代務者を置かなければならないので、受理すべき

である。　

　この三説のうちＣ説を相当として受理したいと思うがどうかという照会に対

して、法務省は、次のように回答しました（昭和60年８月16日民４第192号民事

局第４課長回答）。

　『代表役員につき規則で任期伸長規定を設けるとともに、その任期満了

を代表役員代務者選任事由とする旨の規則の存する宗教法人につき、任期

満了により退任する代表役員の後任者が速やかに選任されないとして、選

任された代表役員代務者就任の登記申請は、受理して差し支えない。』

　この回答の趣旨は、「代表役員の選任については宗教法人の自治的規範であ

る規則で定めることとされていることから、当該規則中のある規定を安易に無

用の規定とすることは避け、可能なかぎり尊重するとの立場に立っている。そ

して、この立場から第14条を解釈すると、同条は、代表役員の任期が満了し、
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すみやかに後任の代表役員が選任されないときは、むしろ従前の代表役員にそ

のままずるずる職務を行わせるよりは、代表役員代務者を選任し、後任の代表

役員の選任手続をすみやかに行わせる方がベターであるとの理由から設けられ

た規定であると理解し得るので、このような考え方から、本件回答はＣ説が妥

当である」とされたと考えられる（「増補商業・法人登記先例解説総覧」1121頁

「宗教法人の代表役員代務者選任登記申請の受否」）。

　このＡ、Ｂ、Ｃ説は、いずれも第13条を昭和33年の先例どおり任期伸長規定

と解することを前提にしていますが、実は、この昭和33年の先例については、

任期満了の場合は別として、辞任の場合に、辞任による退任の年月日が後任者

の就任した日になるというのはおかしいのではないか、辞任届の効力を認めな

いということであれば、退任を証する書面として辞任届を添付することもおか

しいのではないかという批判があります。因みに、退任原因については、さす

がに辞任ではなく、ただ「退任」として登記をしています。

　別の解釈としては、第13条のような規定を任期伸長規定と解しないで、権利

義務規定と考えると、代表役員は後任者が就任するまでその職務を行うが、任

期満了によって任期は終了している、そうすると、第14条の任期満了後、後任

者が選任されないときということに該当し、代務者を選任しなければならない

ことになります。

⑥最後に、多くの宗教法人の規則には宗教法人法に基づく代務者に関する規定

のほかに、任期伸長規定がおかれているように思いますし、また、所轄庁から

指導をうける規則にも両方が規定されています。

　もし、規則に代務者の規定が置かれているだけで、任期伸長規定がない場合

には、後任者が選任されるまで、任期満了した代表役員は民法654条の委任終

了後における受任者の善処義務による権限を有することになるでしょうが、そ

れは急迫の事情があるときに必要な処分をすることができるというもので、代

表役員としての地位があるということではありません。そういうことを考慮し

て任期伸長規定が置かれているのではないかと思いますが、適用にあたって、

この先例の回答のように、宗教法人法に規定されている代務者制度を原則とし

て、任期伸長規定を補完的な規定とみるか、この場合には、代務者を選任した
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ときは、その代務者は、任期満了後なお職務を行っている代表役員より優先

し、従前の代表役員は代務者の選任によってその地位を失うことになります。

　しかし、「任期満了後も、なおその職務を行うことができる」という規定は、

宗教法人が任意に定めることができる任期に関する定めであることに違いあり

ませんから、はたして例外的な場合の手当ての規定と片付けてしまってもよい

のだろうか。そう考えると、取締役と違って任期が法定されていない法人で

あっても、これを任期伸長規定ではなく権利義務規定と解した方が矛盾なく解

釈できるように思います。
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