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土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に、後順位のZ抵当権が実行

された場合において、'!'抵当権の設定時に土地と地上建物とが周ーの所有者に

属していなかったとしても、乙抵当権の設定時にl司 の所有者に属していたと

きには、法定地上権が成立する。

最古政判決平成19fコ7月時 '1民主、lIl--5 -'例1)、半d:y~fl-.\ 報1982- i品、判例タイ

-:ì::i~:~. .商事':''1例1::71-33ムズ1つ，)， -1 .11、

事実の概要第 1

事業

H0tl'I'1イl均等、 flJ:;';Y 1 は五円 i 地を、での ~c ~IJ!::;Ú である詐外Aはお|地上

:ニ述、られたみ ι~;~:物をそれぞれi ~i有し といたところ、 ru]主 5月2自日、本件十

地改び本it建物(::ついて、演務長ふ八、訴判 BI三 F~i _~'、 l中を恨弘主担当と i- ;~共

|τl根抵当権(J;LF， ~，!'十 一岳抵当権kいうが設ノlーされ、同月九日11努力IS":7) 

1I二己か経虫された

町市1:i:-)年 v 月 26 円、九が死 i し、での剖_~-f.S:;J -?i" '{ 1及びその子 C")Y 2 マ γ5が

本件建物の所合体会共同でね抗した

半 cX:4 1E.lO月1ワ11、+'-f~; 上地について、訴外じ株式会社をM:Úf折、話タト i-j 沼

田制作を相;l:m;~有権者とする机抵当 lii' :， HI 本什一子炉事L当権と， ，う υ) が l記定

戸;l"1、:I-'J月j'，Rその!?の立吉川、為当れたl

えの*~~ :2 .t~間話えで品っと〉同叶 10月ぬ;;、本件 番抵当慢のl北7t:完約が解除され、

F成ょ(-i/.-;-ニ ιii2口、時計五が本件 IJ"，

ー ~.Û、:)ミ()(;) 1022 

|寸年II月 1d 1: ，長~t;1とíit設*1":自己的ぷ旧:おこが [J われた

許批判権が ~1:j され、その千走、本子;ニ

I:Hl 



況中判l7jf;:汗芯

を競売ぃ J:1")買いう7.>十、そのけi，(J惇を4-!Z1-コLたっ

そテで、 X;よ、ババ(斗土地し).両手ftsに幕つ主、"'{1 ~.- Y :iそ被告と L て、本件

建物の収k/ぇびぶ件 f自の対似を求める訴えを促起Lに

2 争.s

{以「、 Yムと Lミう， ~\ は、 J立I1とて、 :'0本

件二番~.l\ -'-~:'I枠の J日7三 "ill寺、本件 l 地及 -:F恋:{1'\是非加がTちに Y 1の所有に灼じてい

たため、それらにつき;32法388条内定めゐ J地N..()"その上に干す tる進物がI-ril

γ1 ---"'{ 5 

当事者の主張1

七J、7己:において、

(})庁ifi 者に;~する j 二ととの要件を満たしてし iた したが}て、，2'本件一高

j)¥斗地のら弘行とともに、代↑'1十地;こっき以下包括iト経 0"hY:、， 1〆たつ、と主張じて、

Xの請ょにつき-'::+-った

他点、 XJ二、 Yらの上記抗弁Lこ|到して、本1'l 'iT¥抵当校設疋当時 Lニオλ、ては、

本件:.111"と本主ニ;干物とは子れ守れ別人 i前売 Y 1、役者 Ai 引所荷物であっ

たのであるう λ、点i'l十:lUH っき仁戸7弘引や満たしておらず、 ξ:1_ゆィ、その

後!こ設たされ作本H一番抵当注設定:1.)=(一台要イ1がプL疋されと 1:VCも、 jj、定地

~採は成 F しなし\と反論した行

えhに、?れにtt也て， Y (コ(立、本件一番J正当住は五件 害ぷ:';1主tえ1Jグ)同

点て~;E[.. -~ if~í滅 L ておヴ、法疋地|格的fな íJ 、 ~ .~- :よ，~;警や号えない、と行反政 Lλ 。

以 i 夜「るに、 ~'fl では、同日ι 「土抱及{}ての;に保する珪物ド司 の所生

jJ;こ属する J ことどめ tgj'.O)充止け→を、 )XQ売市山障には伐に消滅〆ていた五

件一番抵当住;(í) ~;y<二叫と、 2)n;b日PJ[1o-'Jにお ζM't;I:H10:"cもあ Jたンド件 書;~'Í

当鮮の設定:J-tとの~， ，-f'れや基準こしと刊折すべきか、 i/'争与となった

第 2

λ九

" 

裁判所の判断

第一審

審 ({I位台地裁半I;iた平成 171n;u-L~1) I [1~集(ì l 「
} 19，1メJ1土、 ヲてのようにu

以下は、毒事 誕判決r'i1:IYi消火引は f;'bl(L年i日円山)6疋果Sl 5 104出の:2

平 611」械にぷ載えれλ 事情や基に、さ在-~治{~事長の主張をπ構成 νλ ものであゐ

2 最古1:¥1:判決|司和祈窓口月 :olIIR湾問 q l(~](}I.よ nば、建物の共有者の 1 人

がその敢池を tþ-t~ 'CWT有ヂゐ均台におtド仁、凡人古円 4辿に抵当権を設疋L、

手のてly;こ」りなf~三者カ当該 I ，Ilb，を悦落したとえには 388';長グ)秘r:':'こより、

H土地には7ël~ü.1:.憶が出"する J

二日誌5')(2 -49:>) lC2l L'!2J 



判例研究

ベて法定地!権の成¥rを否定し、 Xの請求を認容したc

'1可 土地上に複数の択当権が設定きれた場合においし先月日位抵当権設定

当時は|地所右者と建物所右者が到なっていたが、後順fす抵当権"ま72当時は阿

一人の所有に帰していた場合、抵当権の実れにより先順位択当権が消滅ずると

きには、法定地|格。〕日立.rは認められない(辰判平成 2年lH22日t;集H岳 1

日:114貝)J< 

「このことは、後順作抵当権の設定後に先順件抵当栴が解除されたJ卦作にお

いても同様であると僻ナべきである-j-なわち、先順位抵当権設定当時を基準

にすればiJ、定地卜権の成すが認められない場合には、後順(す抵当権者は、前記

、l'成2年最判に昭らし、法定地上権の負tllのないctJ也としての!II保価怖を把握

す一ることが開l待ごきる地位にあったレそれが、先順iす抵当権が解除されたとし

て法疋地上権の成立を認めると、被!IIRf""f正当権者のかかる朗引をfUなうことに

なるからむあるJo

l実質的にみても、もともと先順位抵当権を基準にすれば法定地上権の成斗

は認められないのであるから、土地及び建物をjYi有「ることになりた者として

は、建物については従間設疋されていた|地利出格しか存許しないことを甘受

すべき地位にあ u たものとあるつぞれが、たまたま先順位抵当権が後に解除さ

れたからといって、法定地上格的負JHがないものとして利保価値を把出してい

た後順位抵当栓干干の期待を害してまで、i1、:;LJlf!卜権の成立という利需を日えら

れる必法性はない」っ

2 控訴審

控訴審(官1I台市裁判決平成18年目月日日民集日 5-1952) もまた、以下のよ

うに述べる他、 {X~ 審と同様の埋由に基っき、 Yらの控訴を棄却した。

本件のような事案において、法疋Jili上権の成立は、これを什疋すべ主である。

「なぜなら、この場fTに法定地|権の成.rを認めると、法定地|権割什が両く、

先順位択当権の被担保債権額が少額のときには、法定地上権の成立による土地

f附買の低卜が先順杭抵当権の消滅による後順iウ抵当権のj~l[;，する例惜の増加を

上同り、後l順位低当権に士j-rる配分割がむしろ減少し、法定地上権の負担のな

い|地としての担保余)JをJ巴1[;'していた後順伏抵当権者的利益を不当に古する

結果となるからむある{これを赴げるために、土地に後順位祇当権を設定する

場介に、iJ、定地上権の負担を受けない先順f内正当権が将来消滅し、 l'.l、定地川作

[9:JJ 北法:19¥2・498)10却



況中判l7jf;:汗芯

が成すするごとを仮定'~て f_!-j保余 /J を司耐1，-，べえちの三寸と時釈は、その均二l1

どその十地の有する{去宅地ト権の民担の主い住i兄~Jr';:U(})ア己全なイDJ1;ががl干与与;11

るィ、昔日 fì i.J~ノ|じるから、日--，"0:れな，-，)

Yらが最主-tx:判;汗i対して 芭そJ~ を ιl.! LJiーごと〆 ヲー明

、-~、~、

3 上告審

:告審l土 (iFi'ケて在受虚L、J耳=:J決か械業 :;-fで、ぷ|のように 1杢べてヲ

Xの請求を棄却 Lたっ

:1) ;':.L J:!1を円 I}(;とする先順位の甲抵当権と後限恨の乙抵当憶がぶ:右手れた

{々、4J妖与格が百足契約山市 i:~; によ，)前ι説じ、その没、 7アJ机斗?ドノ手~hによリ

上地c地 1建物の所有者を異にす一之;至りた場合:'，:%3'， -，て、当Z史上地》建物が、

+'1正当権の設定時」はH の崎有省にj冒していなか勺 fζ しても、乙抵当権の

μ主ノ己~~に lilJ ぴ)，苛有持;こ話| 亡いたと主は、 7ム定片Jトi事iが日立すするというべ主

どある」

， I 記のような場合、ど.~止斗催者のほとjlic設íL R'，;'(-ニお十る認識と J ては

仮:二、Ij l抵当格カ}存続 J たままのr人8X~ C目的 '.!Klが茨売さオしたとすれば、法定

地「鴻(よ成立しない的崇となる、前拘平成 2主 1;:;22B:;;'; jJ、l.l廷判決参11j

ものこ予測してい P、というここはでさ品。しかし、延子守梓 1よ、波+，-;-{~.~債権(l)~H

保といハ判的のイチする限伎でのみィヂ売がたきれているものであって、市抵当

権が被土:'j呆情1干の弁湾、;主ラFJ;U~;) v' ) .i~~ :~t;等により出減することもあること L土抵

当維の併''R~当然のことであるから 乙社当権者としては その、とを子到し

七i、その場行(::おける胤位!昇の小lji止::i1~ '，-乙地 i構成，'，の不利主主;を与!さし

ι担保会力を把持一「べきものザあ J丈 h バベさむある しfがりと、巾抵当

権が消滅した7誌に，nhオしる絞売しこ1:.--て、 i王5t2JiJl， :惇が日立すすることを認めて

も、乙J民主権~(í'に不~.I;();t8.害舟/)えるむのと泣いえないJ でしし l'lJ氏当続{土

競売l拘に既に泊叫し勺いるのであゐかん、読売に主るが、定地 権σ)，:jy:否骨子J附

子ゐに当たり、 rr主LSiをおの禾:J拾を考k，!する壮士2がないことは明りかであゐ{

そうすると、ょせ法388条刀'))，:';jする::1"投ぴその 1.1二存する袋物が|μj (1)月1

有 nに罵可る.，; U，J)安f↓{以下 '1司 !り l 有打法件J という:グ):h.:JJ~咋会、 ITI

なお、手十字')1)、iT)L:'矧(こ{ィきわた丸数字及びづ11:])とにづ1;うれた下線;去、それぞ

[等主によ。ものである

二日誌S()(2'49I)lC19 L'!4J 
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i:l~ .ii慌のl北支持にさかのぼ寸 T判断ナ ζきが虫;まなしリご

{民法部5条{よ、十地及びその上に存する i~物が刊 のi1:;官rに属する鳩

f、;一五いて、その 地又は建物につきJLL4ι俸がr止宅され、そのt止さ停の実行に

よ!):行右へ討を異にするに 7、りだ〉きに法7J三地上権が設予三きjしたもの什みなす旨

定めており、続売目白に山減していた甲fiミ~慢ではなく、読売により出減 3 る辰

先用I!i立のj正当惟むある乙J氏支恨の設定守にお'v'"Cηj 所有JTiムi件が冗'--[してい

ゐこど合仏定地十礼の説、γ要件〉しているもの介埋解すゐこ止ができ LLば宇

討が引用する

当杭が複数存-uする場合(こ、その'1'の込先収作のJ迂当権の改定E与を主宰として

|寸 所有占 't~{': の吃人:判手汁附すべきことヰいうものとあり、泣売前に幻滅

i，cJ止当住をこれと完封に考えることはできない--'--

第 3 評釈

序 問題の所在主び本判決の意義

よ¥jJ、出B-$に上 iLYZ、ij、iLJ:也ト栓が目立、f'，j一ω止め!こはJ止と1柱設定時におい亡、

IIJ民投びをの上じIIてする建物力、IcJ'Ul汚1イj訂に減する j こと士一，;2;'ι である n

では、土 Ih.に t;ílt交の抵当権が設たされた場合において、特に字イ七-~桧につき右

土日件[以|、 16;一所右長以内とい斗()j Gコヲピ託、 ~l 充よとがげかれているとき、

いずれの抵当権の設だIL¥を本港〉し Cその7乙ノて引を判立てするべきか

最両裁判決、l'Jtt 2イ， 1J:?，?IIR集'1;-1-3"1 (以人、l成 2{I--'J語、打?と、、う，， 1

iょ、ある l土l'jJ.につ Uζ 一番ほ託憶が設立二主れた当円十地と l;cv.~_ìl~:物の 11'Î有 f

F異なリ、法定元 l一一候;u;:げの'I;'itが充 l止され「いなかった場ノ?には、 i地と地

:-']it物をiwJ へが;Di有 Fる'.._:i つよ-1をに 1五月，， 1止抵当程が設辻ーされ r~ 1'.しでも、

その後じ抵当lii'が実行され、 l池が続落されたことに Jり J了、抵当権l){消滅す

ると主には、 l出 t.lで約のためのは、江Jtgこ縫!土地"しないものとfJT!'Jるのがキ1当

である J ，1.: ~:J;; した すなわち、この Eうなt最与、戸I再T右者要件0)充足'1'''1よ、

司γt正当権(/)設7Ë r; ，~'を字書 vF としと判定すべきものとき {L l:..， 

しかしながり、以|山事活にお u、て、?を脹iす抵当併が安行される幻判(こ、土!:{

子生ー骨~~斗棺:カなわっ1Jj;戒し l いたと手; もまた!サ禄にff:いすべ主か行ir¥

点l止、これまで五分l明のまま t浅されてし 1た，

この論

4 ド þÿ~ 2 年判決に閉する:子容(としとこの Ó~ !t:' ~旨指し心のは、小杉茂雄 叉I凶Li

l:Jfi.l ー ~，Û、 ，J 全日円)10.:.8 
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本山"た(，;、才-:AIJ)ずについt長!被害;としての初めTの判断をノj、した干にとり

わけド成 2年最有との平案し〉州近ぞと恨技としし ー岳抵三~I主のZtzj二時を 12125件

。〉ヲEよri.ti:刊トゲの具体的な基準時こし、?':!、定地 11字のjえ¥'(:::-品定しず点にその山

1の忠義を自すω

とIc]持;こ、本;::;決 VこJって、/少士くとも!池レ二 番抵当濡が詰定される主

索熱型につ ν3て 1 u 所有計'?::1斗の充足ドのfll帳品牟l守に問寸る最可決判丹.iU)

l来日l論が、平成吹宇品半1Iの半!J，0なも牧子千2{)に取込ず?形で

た このC)'に本%応じり苓フの日義をiiiめることがTきるc

~!i: ú0(，号;1))ら刀 され

また、第 3 に、{をに;白紙するふうに、古判決~，;:~;[:来、デ訟により十台(こ詳し

く初'it~':'れず(一きた前下布市内や，'rtl山(、 ニオに考察す~.)]0ズたものどある ぞれ

ゆえ、京判決の立ltを契機κして、この点に同す一心学説の万析が I戎台によっ

ては判 所有 J112刊の充足，:'11の1'1]町長午時icl望Fるこれまで的議論。終止をも

t~ffìこへ引なカ;ら 品、まるよことなろう

i ぉ
ノ、、」ー

よ山 ，~i においこも、本;::;l丸山支北は

そこで、はじめ L 、本判決以平成フ乍最ミドーとの関係(それらの相違点シ止通

を分析ずるよこ iよ}亡、以上の 3--:つの青義的うち、{;f~;↓と仔 ë 山烹村:に

つい L確認する u

2 平成2年最宇IJとの関係

(1; 相違点 不測の損害を被る抵当権者の存否に関する差異

ます、平成 2 年最~1;7)苛:1 出Iの前提としたヲ~と本件乙は i1、定日卜権のEX::lz:

y:認められ，("ここにぶって不浪Iju)ilr!→ '~i;反る抵当権主 i/'読売開指時 l二百平下うる

かおか、弁しう点に13'"で異なる 以?に見る上うし、このよろな主主v、にJi!;プ

""PI決.;)ITIJ に、't!こ n~認 L た|司 所イj主要Jsiの充込性の具体的判断主主7往

時及び法定地】慢の足).(-11fに閉するおlll誌の叶1;王カ生王 J，!るJ

殺誌10.3-4 -1:26 (1991、HR--Hこ貝、sJiim恵ー法ザ協会雑誌土似 ll-H8

U9S~) 、 i凶貫主た l刊守:に、 γムボ J;; ， -，V 尚三年長引部釈~ il、学;)'i 103 (199:-l1 

110 民心、、1'1立2イ|最刊の刊不には l 呑抵当権が干t~ '(斉もしくはぞれ半ヒる

trliしよって出バ，，:..../~地合hl止 υ、定地 権 ~J足児、'r-9 品、〉のf汗釈の余地ーが姥

されてし、る、と分析 ;1:二 3 さら ι、より -~i史的に上記阿担を指摘中位ものと L

C'， ，\j~ 出 1t 久「認行安務にまづ u、完封;ト権市'1 説的"え;". i是t込」ジスりス卜

l~lg..lb UOii山、 Iょ岐

二日誌S()(2'49:J)lC17 J'!6j 
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ア 平成 2年最申j

ニテで、 f!'q~: 2年最判のてF烹の絞ま におV}る抜けてにii'q妾巧:iJlする事実

のみ)を幣埋する ζ 、以トのとおりである

昭和/日t:::，1 月、^~立、 I i :!l; :11有すふ土地;こ 高校坑ごj憶の設立を受;了ナ~"f

(l)当時、干-;lJei.1にほBn恩了仁 川所右する弔建物かす Jっていた :u-!私())-j、

日がÞZlγ し、じがk:i二ユlh を拘~;~した〉その後、じは{i工地にr:lrlL~c___ 岳刀'v:;田長

の低叫砕かlJI7EL fろの

このような事業に止.3~，ミ亡、 件抗当持者Aは、 I.J也¥の抗当権設志向、 tJU当

~--1 灼たる !c"10，と?の地ト(こ存 iる建物と古川ず 人(こ日l民Lごいないこと、つま

りはIrrlー附有省史料がl州市に欠(-j-ていゐことふ14識してした 投百すれば、伐

の哲blしによ-)-(ぢ一地につき γ1、定地 j 維がちも~-ti示。二とをおよそ予測しとなし i

fそのよ与に予測した土で、 日血cつ刊f$価f院を把握することのできな、ミJ1.均

;こ苛かれていた にたが勺亡、 γ成 2年長 p，刀、?の lメi山 1]1にお v 亡同ベ亡

いるよう J、この域 L71 もし l 後仁土地と地ト建物が日" 人に帰属 、絞恥{立

抵ゴ目指が設之されんこ〉によ~丸、iL抱!柱が成 ;'r"jるもの t.:q ;~) (_、 香iJl

当権者 7nl':ii，'した 1111，ミ~~{:ョを tr:なわせることになる Jc それゆえ、 そのぶうな

事態や l口l泣するためには ]iiJ 州有者事件のJtJr!性の判断亙準討を一番抵当洛

設定時ζ して、 ij;j"，地 u停の1主"ふ((，ムしなければならなし 3

イ 本判決

これ Lけして、左門では、上正 需拡~持誌のようにt云疋出土持の江主〉 ω4

i.~';J;: びそれをiE まえ 1 担l~Hilf;仙の計百TI を為 ~_.1与なかハた抵当権者 Jよ 本判決に

よれ:J 1fプでしない p ヲなわち、本件C}) 呑抵当権主 D(エ、その抵当権設dふさi

R なぷ、実際の事実関係は、①二j初、土地(~ JI、lその i 存「之、乙建物 f中主主

初どは判初jにも 将棋拭当権合、設疋され/もの的、」れが実わさ h~:， 以前に、

仁(こふリご乙出物がJfZ71壊され、合わせて印建物が増巣された、と v うものさ

める口支た 2'，];可 1'.¥実行μ、前じ右 量打H!守三~mの t;f<)支飴が ~J_~}~鈎予 j したり、

さらには、 3';競売f干1，'1. j-去には甲建4おも火事会原岡 c~: ~て減大してしま J言、記地

と右つん右上Jh止が第一??に賃貸され七灯、戸絞殺であつれL そこで巳占i円手，，1ま

い]'成 2イ<j畏判♂釈 j北大法子論経什'l-;~~.7 け 903) 、つ63J1 .-，26/1点;三、..l.:.ciL

、ll(l)事又こ着 r-1し、 l'成 2--:f長引!の7γ主においに;:;t， i J地・建物 t二 番共同

11¥斗地が設主気れたところ、その伶注物が減ノミし込らに I力会応えれた坊jfF;こ、ナ

地担当格者となってしまつにす!共同低当権者の以誌をt"かにしてはかるかJ 亡

し寸司窓こそが検 .Sきれるべさであっ亡、."'j-心}

]117J ー ~.Û、 I1 全日4)10行



況中判l7jf;:汗芯

時、、1\抵:当斗的たる'-;自力子の地 i 建物 .j)fi，fi'~j 者;こ帰 J{Dj していること、つまり

はJY-;J-Jjf有:(i'¥?むιが満た主札、いることを三枝!っる υ場にあった 主らに、

どiBの右する 番?J、当惇が被告f1:'fA権への弁同寺にようて~::jDよl寸る μJ 詑牲があ

るこレ、必右 寄託斗権が実際に消滅した接台には、 上述のよ'.に、 11身の

-1"抵当惇l法定当時には1;1 所有吉要件は充足ーされていたのであるから それ

に ';T~ ミ品定地】慌が足X:_~:L L .")ること、そのネjlJLL 11 らの iEJ話する μf~l@;主が減

少しう乙こ止が子叩1)-9;~)二 Y が'"'，き丈一 hへの品ならず、平、担;J(;人に ι れ l工、行二

司iI日当持者はそのよろ fこ「予測した土、 t:d思士、力を干!~tl:f-1"べきものであ円た j、

したがリム本件に怠 ν'-C， i'J、?と;1"，】花の戒すを認めたとし亡も、セア1しにより

H人に I 不測の必fさえ 'j 去三J ものとはいえな~，，， ，そうす之と、 川 所有主

要午 の光足?上を、田J止当十在、 番抵当住jの改定時にさかのぼりと判断すへ

き理竹はな~，\ ;"、ということになるう

(2) 共i重点 -io] の判断基準への依拠…

二のように、本吋ひとこ、]'-1&2 i.jド最刊と ~C' \土、 l その氏名権ヲ/完宅;号、 1守~..:; ~ 

おける :J、52池一也乃氏¥.'をおよそ}官:Jl，え「、したが勺て{j、!El古川主の成 ;'rが

dJiめ l コれるとすれば、それにぶ j 不ì'~;j (I)tっτを被るニことなる対当梓fi-7j{ヨミ売

pv:叫にお i，'ど，(."jげする刀、ヴ刀、 .J といっ r，¥I"":おいて、ぞれ十れがT'J出r~7)前史

とLてt.;主事業を re.~，~- '9-る。

さレコド、 !;I!. .-t-ゐ〉、 [d11判決(玉、同 -;Jí 有 fíw~ri~(7) 光疋引の斗折いついて

ぞれ守れかく別グ〉法即時を、そωJ うな各々の半世グ)特~に守わせて v わぱ告i

l1CJ引ーを~J~ Lーアいるかのよっごある

しかじなヵ、ら、そ ωょう(::+Zえることは吉司ではない「む L，?:J、 qlj【よとと、ド

成百年長判J--.(之、ぢ桜刊の充足性の割Ij同志準H主に川、とはlτ! の見慌にうして

'. -るものとさ去る、とができる九

というの h、双方とも、法売により y尚北する最先日U!_のj1¥当ほ(半出 2年最

わ本1'1": _i~i 人1kIJo)_J_ f.J~了交理市す恋虫 本判決は、てのJ日には恋去があるとす

る は、以f--()):~(;~ I':~'}':': 抗持する，tてi生61巻 S ;-~-1~44 頁~--';'94包賀、と ;iJ;(; 194~、

民 .~-nl'l~ えをささ:北 l

， -fI' L、ヲ:mj~甲、註町沿弘Lニ;より tしナヲ部分!土釜;苛に上'.'ものであ乙 (J:L人

|寸じ口ノ C

l! [W-Jti として、 l 片手i政if~ r 本{斗許~:;(.J NsL8(;日14 :_~COlì ， l'iJ当、 J丘的主'1;工， ;，;::;: 

í~ト ~-f似」中民社学4~-- 3 = 4 --[)[) :主同制、 t:-，'-fミ{

二日誌5')(2 -493) lC15 1"只1



判例研究

半IJO)事案 1li'抵当権、本件 一番抵当権)の設定された時点をもって、同

11I有者安件の充足作の判断基準時とすべきである、と LTいるからである}

すなわち、本判決は、ま「、平成 2年長判を「競売により{自滅する抵当停が

複数存在 rる場合に、その中の最先順位の択当権の設定時を基準として|可-1リl

有者要件。〕充足性を判断すべきことをいうもの」である、と抗える cその|で、

本件のように、かつては惚数の抵当権が設定されていたものの、競売11すにはt正

当枠が iつしか存在しなかった場介にも、干7段半IJによるのと同様の判断が行わ

れるべきものとするのである(以上につき、上記本判決の判不必における J線

部分を参照人

また、当初より択当権が 1つしか設定されず、そのまま競売が4JiLてられた

地合には、当然のことながら、右抵当柱、つまりは「続完により消滅ずる段先

順位の抵当権」の設疋時を基準として]riJ一所有者以刊の充足引が判疋されるこ

ととなろう。とすれば、まさしく本判決自体が述べているように、およそ「民

法388条は 競売により消滅する最先眠f止の!)，当権ーの設定時において|叶 所

有者要件が光足していることをU、定地卜権の成す要件としているものと理解「

ることヵ←Eきる」。

(3) 小括

ア本判決の意義

そこで、このように見てくると、本判決の窓義について、前i主のとおり、次

のように行うことが許されよう

すなわち、本判決は、 一方において、①平成 2年前判とは、その判断の前提

とされた事案を異に寸るがゆえに、法定地上権の成肖に閲して異なる結論を採

附したc しかLながら、他方、②土地に絞数の抵当権が設之された宇奈におけ

る同 所右者要件の充足性の判断基準時については、行長判のそれと同緑町与

え方にワするもの、きらには、右基準時に関する最高裁判lifi-としての原則論を

明らかにするものである、と。

イ 実質的基準(利益衡量の内容)における一致

なお、 .:uに関連して、.:l卜 0)事柄を付しておきたし、。

すなわち、先に不した本判決と平成 2年最判との比較分析によるならば、 1I1リ

判決は、続売により消滅する辰先l附すの抵当権者(平成 2年長半IJの事業・ 書

t正当権打、本件 需t正当権fi")が、その設疋Htにおいて、将;j:における法定

地ト怖の成すを f測しうる "J能性を有していたか否か、を実質的な基準として、

[9!lJ 北法:19¥2・4!J2))0)4 



況中判l7jf;:汗芯

法定地|惇の成合を丸する l立でも 殺してし、る、と ν うてとである o つまり、

右寸能件が7 えられこ νる場 ~:l に[よ iL:zi: J住 E慌の成 υ が?わビス ì~， (1'寸llij;と】、

それが認められ主".，j，卦lヘ;ーは、法定地 十年のldLff(二否定されゐ(平成 2ム;註半;J)

また、私克によれば、土j主のよろな IrllJ判決の採る l、わぱ買う式的某__ f~tの内存(~完

売;こノ沼誠子る最先1:1民すの抵当惇0);改定時における、同 所府主?安打。〉充起

の有えい， !ム 】記主主質的長準に汁l乙し、そ才.，こよ I1そり妥当刊をい保さ;，.るも

のであるヘ

すな h 九、 4 記主l当格の:iX;万三当U-J.、氏，J!.目的たる 1地 ζ 地4 建物とが|寸ーの

所有者(こ灼叫し ιいる#合 (=Pl 両i fJ者要件がl前 Ji~ され{いる場:7) 、その

事尖が芯点(ていた妖当枠主は、ね点、法/三地ト1宇が)主，.1.1 つることや予測す

{)ことができるハ L たがって、 Z の場台に巳 '(J、定地 l 倍の成"をM")~しても、

ィ日t正当権省に不測の伝子Rを与えφ ことにはなムな'"池五、本河戸、におしミて、

|片Jζ111，.卜けド物こが~jl; 人内庁ih'l司と令コていると弄，-，司 所〆h---rf.要件がt前H

ヲえれて v.ないとさ!.，?(よ、;凡-'.1;，t手缶\'~、法 "E~也ト権がlι ~Lすると，.関する y

1ど可能性をおよそイT:..，な¥，-l() それ唱え、ニ乃場合::.:iJ、2;也 i柱 Jj成 i を認める

レ〕。ことは安当でな".、

~説3 

-2つの考え万一

1.凶 L 慢去が )t~.\ 三'1事が設1EされたJ訪台、特 l 名拡.ií壊につ，~; IriJ 

。)-/c)J、非主IEが分か札 l、いるとさ この要件の./c)J併はvぺ-"-)L7)抵当権(})0'

定時や基牟こじて判断ミれゐべさかl('A(j↑の平

砂川 j 右日~:{，; 

序

。従来、学説的大勢l土、

月三の r!~ につ主|斗 15' と斗、われる夜、のとして、口賀 苛於(，U:.8 ，') 1'7同自司 A

J こシ)~~地マピ喜一点げ:J [.--~-同 i"} __:.:r j"C論;'fる丈就としご、東半行 I-! -. illi . 'r至物(jj 

担保取得とが、定士"，1)をの成否」晶子|持一 白+1一貫司絹 J判例先例主融取引LL
切I-f:.;itIii JJ じl、同財政事情 11jl 究会、 l~)BB) 2行2~以人目3 :'1、小林青山十; rrザl主

権の変動と法定F.I惇の成否 j 夜来ZF刊行委員代表 、i山下夫投手Z")望I出ιFJuf)
集「民立と著作権γ! の訪問問九法、学青山、 19~J:-j l ::;九万百以下、山川、35否努:-1'，1 

定地 i格的成什をijどに':r{J吋例!のルール」林良、l"o¥，ill飢呈論文集干1，行委員三

都「現代におけゐ物柱(1)、ト依弘t 人弁のうえ常国(有訪問、 1"9判例~:~頁ぷ卜(以人

高木・自u掲 C，レ Iレj とヂゐ ιハ 2つ5民 <23::-，員、内国有 '11:法盟 第 3版出

梓花"〈: 担十:.，.~~も格 (!j{阜、ったJデ出版会、 200日 ~2 i;貝 -.~21 貝、 I11 ~'I'I 章夫 l 物

惟世、 第 1版 1，円/災評論判、古川コ)25お民-26lffl.，

:100[ 3
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判例研究

。〉点に1'，;1して、 合抵当懐。)，法定時をネl折基準時とすべきである、と当えてい

たものと言えよう '1 このテこは、 ド政 2年最引のノρLん前記結論がほぼ異論

な/土+i，'5れているこシ 1ーかムも1互い知ることがでさる しかし〆ながら、その

ような肝釈論を灰芯するt料、合みはこ丸まで、右 註抵当権がfZJlA問ね:j-，jc(

おしぺ依然存あl二Lてv、ることをほ叫、の前提と v てきたものと解されるい

換えるならば、七判決によっ、問題と去れたような、 岳以当慌が続完開始時

以百に肢に幻滅し 日丈主場合や も j 念頭に置い f 卜で、おj 記甘1~三にっさ詳し

く分析 tど話考字は、 t~: ~，の飢りでは存f午 L な v ミ 1 ，1

そのため、本杭でほ、右場合におけるい 所有者要件の下Jjl!!尽準時につ，¥i'

張ミ i"iうる附p2，1-!論として、次らつ 2つC).-，'3 六 Hi~-想返して、分布， ，，;2めることこ

L l.し1

γ会わら、第弓の P/l は、「惚数(1)抵当権のう~)、最元川R也、こ i主定 Z':..~hた7人当権、

円王 i):ま 宅i-J民主権のdr己E与ざ午、子U)泊減f去もなおl向 阿干7Jf要ド;ニのホ!F吟~I)

判断基iIt貯とするロLしである l' …第~ '~'rç /i (J'-V~ s:若干rうJ壊がこれ l当たる口 h

fーは、以に、この説を設定時最む服仕抵~+~1;\:;r，~主レ呼"S; ，__ このiftに工ると、

本JTて(;I-，法定比上f警は成げしたい B::nイj〆た 番号l三~格的投'正時におい亡

|→lー→:11有村要i与が fl:.k:_~_ヲオLT しなかったかうでtめる υ

者ぅ~ (，1)三立は、 l 令量殺の抵当権のみも、読売により汁~i滅する最先制ft! のものが

設1止された川出を~ ---i~Î 色ず~'æ:刊のイし足予の判断志半川〉十るごえ l である， ，，~( 

その」うな子 hl~ の代表こにで、内木ー削伺(ィ ilOí ，)，，"，レ当工1~"229n ご

2 ふと bX;2年最判グjfo:Jf論に到間有:"P-する l'作 U決の古川として ~J '" 1守七 辻学

敦主11D吋附 (1U90)、片町胤示 氏itご暗}E}Ji:l 吋~)() (1991ノ、【吉本， 1的日(('十ノ

4 こ乃，12，:勺き同日と召われるものとして、口間三彦「イ¥件許釈 J 判例セレ

クト問、7 法t子技官330号制 Yす気ヘワり08) i 7良、 17良一

'1 iH. ~/、以前よ 1) 、ザu;r，し)， ]qこは、本 r:)i又と同様い、?の。っとど場合Jこは一

番抵当民援の設定時やj基準としし :TîJ~lh有行法件の JtJL~ 'I'ケや判併すてえごめる、

土の弘前をおるものがイ'JイLν わ， '1議長幸 1388託 社、定地 l併」哨木啓 示台

本多芸局編~'~)ト立注釈民心、( ~ì :' ~í川住 4 ) 抵当権・誌淀担保・似22記担

保、 f也 き苦 360---308ノワ2} (イj斐問、 1998) /179Jtr~ ;、 559れがそれでめる「

三た、小林 e 前抱 (;>UOノ 2~;1 F{、小件前掲日t:.4)斗 Hi"142fiもこれこ

H丙でありつ

1 なお、松lU< i';:J号 JJ干 4\llT8;よ、 IL行J+~it ~ff!. を改7ご νて、

え方 h 某~j < ~日立境たを設けるべきであ ω 、 F 提;;S -9
L

るハ

このよ与な Jj

l~cL ー ~.Û、 ;) 全日(;)lO~2 



況中判l7jf;:汗芯

判Jí去の採るごのすj誌を、本将では 1，""に続守宅時良;t:J:1良(ず列、斗惇長準説と名付~ ;る c

本件におνゐア;よ、 f)O)ギ7ヲるー岳抵当絡が右 l競売により ?H滅する最先順九'，.-0) 

抵当併J i'_当Iる F のた町、この5むこよれば、 書誌当権t没52時を基準kし

て、|司 IY白羽-'t::i4の充足吋iを判断Lなr-j-'l'_ばならとぐいハしたがノて、結論レ

して法主;池 !Iii'の戒すが時ださ1ιる

1)， ト記 2 つの~~:~それぞれの誌拠と潤，~t{，r.l.l，とを，t'l次、皇室J1-) ることとしょ

つ 伝由主↑の便立石考え亡、京J二時記':;tJ:~l:ftf i丘町持基準説から横討寸乙)"

(2) 

ア

競売持最先順危抵当権基準説

根拠

二の孔の論拠として、第二、そのように作;する:こが3出条の X~弓作;釈こ

し亡適切「あるこ止をうにげゐ二とカぎできる 本判決も、この占をI['t，泊す;;:J (五

判誌の判示三lを多田) その;ts首l土、するわι、388条は、あくまで競売によ

り山台えする仮当栴今そのくど掘に世い1し3るも山と読む F とが自黙であるー可

すれば、 :1;1 条 l土執行支え判所 i 、 it 乙地」培 (/):!lZ 向。〉吋同dヲおいて、説~開始作

以日に既に(:J滅Lていと抵当注をも考!烹 J一べきことを要ぶしている、 と見ゐ二

とはできなL¥ こし、う引にあゐ行

{í~' 2 に、 ~;Lに会 L く検討したように ごの説{こすっノρ判決l士、絞恥1，/抵当洛

話:'_~ iよ、その低当権[iJ;t ~iE斗日寺、将来における法民地 i 格的点、!に)''~する予iTIJ可

能川iが仔t し、かっ子汚一戸¥き義務もあっ九、 と百いハることをもそのPf吐い

ーゴープ
ヲ，~、

Lかしなカら、、C')ll，¥よ論拠たり↑与ないと併すべきであ人う υ なぜなら、子

山可能性があっ l>~口いうるか向か、予測すべき ml'主を負ってしけもの l 与え

るf、きかc.iか、 kいよこ Jこそがまさに布乙オきれなければならないからであるべ

?なわ丸、治 審 J扶び控訴審CI)dうに、平成 2レ長 ;::]0刈:IJ;j'、を ~;;tli. とするなら

[王、 +~í牛 吾抗半ほ-ri'Dには、そのJ冗当縫設ι 当時、辻、た;リ!こ慢の足i<:.Uを予測

するこどはギ ~J'iit ないーはτ苦しく|ぶl誹であ f> それゆえにま介、その~務も

存ぺ土 L~ かった、ム論ずることは、それ 1: 休〉して ii r;-;能子あλう，5 とすれ

ば、にも詰冶かわらず、本判況のように、理Bを，)、さぬまま、そのよろ会川能性

及び設扮かあ》たと|柑疋 9 る?とは、と止なる五，Jf~おの先JN:)(ご返さな v ものと 41

U ごじ')，1;-::-'ニコ 3f司17と戸、われるものと、アれも J工「本件剖ー釈 jl_::'哉っそザ

it~f-:~)J+医詩集 4 -91 ':ZO()料、 1的:;:J.

二日誌5')(2-4只D)lCll :1021 



判例研究

ゑ);lLるn行

イ 問題点

i也 lJ、読売ι庁長先見直 p' 抵当権基準品;依拠するノト半刊~1))問題占として、複数

の論7ずによって次の点が指請されているドすなわ九、 ι判決のよ'.に肝する?

9";lut、本件<7)ような場/，.'こ、 : _:1[1. ¥こ後順「六羽Lミ!:itw.C):;お;ーを交けよ λと3るE

l二、f-0) II-;r;¥ (おいて、 1手中、仁王7:::1t[1，こ慌ァ〉、比"づるかず、かを催記I'r!):.二予測す

/』こ Jが寸きない そのようなさはで ての音;:t/i、安定な f~fi'r に置か札之九

その結来、実iZ5上、ぷに法定地上権の打足止を前提として!也のtl[f果i凶'11:1(/) ;'i価

がィわれることとなり、その氾保会ノJの有効ノ'，f'沼が阻害される、という/)ず

あるF:

1，3) 

ア

設定時最先順位抵当権基準説

論拠・税者

、二 t】に対して、ぷ氾料品先;1:Hftt:正当作H世~i;I，，:; ， 以下の品 l:_1をそのJ7拠戎し

土手IJI， と! うる

第1.~:..、光順f." ( 番) Ür，:~町長設定討をま宇l: L ご()、定地 権、乃成否〈ンド 1'~;

二おいては、その不日立 f 、i かげ定守れれば、 r~J帆笠::-1\ 三~t誓釘にとっては 1 ，隔の

担保価値の余制全精出にif，'犀 Jる?とが可花となるυTU7till梨、民引の寸1¥速が

刊行と忠われるものと仁亡、浪間待 l 本訂正trCI¥Blぷ632(1 U山17)、2:il'ミペ

民主土日|勺点、人担供約十年/J'i清:i，~反; 珂itR口、IllIr，冶斐問、二0附:2~ 2頁が、

が判l:*~ 土 'i旦採の 7i:た什を再 l するト U~:ーするの弘、」グJ 上うな巡日を百うも

のであろ号。

り l良汗 l~対 1 I 本件許ザ~J a竿:...;.?、 j-~f;:-):)-lO (ì (::;n07:1.，削同 j 主阿・前掲 IJJ

17) 23虫[ムヰサ J九段び、|つえ 2;:最判心、jj-5; ん可íf+:~ とすると、;えのよろな結~~

が招来されうる、!話，f{)o .-t なわ ι 、 CD'~務!、上地:.，:絞nW:1"，'ず位二i惟のJよ定

をそける有i之、 社、判決に』去っき、 T信雪T市有を甘照!Lて 将ス米:;:.に」おけゐi法全ヌ夫烹:πてJ池也jcj権霊ヴり) 

成1ウ7壬をf削抗と L し 士当i当~~該主 IJ汁也!t(.こつき J子ユ乃身めう法丈定~1-1刈地イJ仇Il' ， 1惇宇削削川11いぷ堺与ツ万Jσのノ減利制1. を 》た ! で ? 

dの〉刊/叩阜〆余士7力]苛3汗子叩する、ニ二ととなる 1骨帆!れL方、 l弓:立:

士基志つづ手いて、lほλ;定と世抱;iJι一f符杢拍が泊成，'(L. な~， '，j長与をfcG:に νて注1却のjHjλ借住を，[j道ヲる

その結果、 3:土n・lt物松+1、ししての担保評jr"i:之、 i)、定地 i権制1.併守合全く考

慮し会いものと 4ごりかいとh\九そして、 (ìこの」う，~t::保司惜のあり h~.二、 m

;i:7，-fIむに l組保育平和1滅;こより資金訓圧がレ判黙になるといっ J形で斤i+:'li-にふ示'1

J仏子もたらす、と

ー ~.Û、 1) 全88) lO.:Jl 



況中判l7jf;:汗芯

r:とiitされる己

第 2~ 、本{午のような場合 h ャ lよ、先取{パ民三ヨ椛の示定時'，1， 1、においし土 l巾こ

地 i 建物〉が号 l 人に帰!，_;:-~ L-(いる以 、建物所有者(-~:よけ自に対する約定干11m

権が品在 J;~ liず:::-&'{， 右ホJ同権lz、土地r~-主物しが l司 人(F);汗有物Fなう

た後でも、 先順f才抵当権が l計三されているがゆえに tコ阿の例外と〆 1干下校

ヲる(民J、1'79条 17fljC戸時刻Jト"!!I)， したァ〉、てJ て、 主らにでの後に、 HJI(U~~' -f正

当作 7~:;:I;!.t.~ きれ、かつ|地JうまもでJ二に H され/-，1，場内 i'::. 5.J 1.--'ども、建物所有昔J

地絞jb-人との法律詩係は、当:μ(0;を利崩木寺山対江川辺乞して規{五することがJ当

当である :'1 むしろ、 干のこ主、 iJ、j:c;-lP，】f圧の成守キ H~-こオると、本件。) i~~ 

不治、不峻す/ひょ々 に、 1主杓所有五にI，J人元、守川fAt有してしたt:1しの1苦手じゃILZめ

{)結呆ゴーもなるハ

イ 問題点

i臥方、いを淀ヨキ長克服íi'T紙二三情 !t 宇 ~)r，の判事て山としては、以下。 ) "f;-_l，~l7)'Lt行治手

♂つる

第1.~:..、 この;見乃考え方を脅さ詰めていくと、次のよう u汗「べきこシ土な

ろう、すなおら、 ()jある[，隔に将来、法定地上権が成、1.'cJ-るか白か:土、 i]:;;'i( 

当維のE23亡刊におしてトJ~:çí有巧要件が h~.t::_'三才L -(~冶たか Jr か(?よ J て確j-t"l

る。また、必その ι う:"~_ 1-て一度持:'YEさi'!.-/:~~;主民地 i 格的"記、lfpkいは不成(，の

結論は、心 雪"丘二位がii'L成した佼におしも、よ-'$7k1司、従順位抵当住干?を

11i;iliしぷこけるー (;，~ィ;句見が i騨かれるのは、 端、企ての主\~T告が?再 ;'，;t( :____たj号汗

出 1 Ij， Jd]lf，VI 法定地上権 J-'t':Wj1宍刊行委員代表衣泉市先iJ-.j
l!1rrr対TTMI 

t仁三引にf;j例民i1、学内科目前と展望 (iJ、学己段、 1908)2~)2同以下、 2G(_~主司法び出2

釘{止、一般誌として、 このように述べるい但 j 、 これが、ー呑弘主権カ消滅 L

f 場合をもその刻'f'::l!~ ¥-::以前'，)1ごの十慌であるか否かは明瞭ごない

り t~、ふ1 . ，，;字詰 ~;lT)) ]川県

'"jll;例上二':;!i19S2号78豆"-7912によ詰げりオした本刊日;ニi明寸る I メント fなぷ、

|つ内れのものがどif刈タ Jムズ1L;)';'~}14Lfr -'14:':真)こ~)掲載主主れ -c tる仁以下、

千:コメンドネづ j!十1 ，-る!持，~ :"~- ':'ょ、判明暗恨の只絞のよ式会m不γる。! (， ぶいて、

第 者及(}控訴審の見所〔設定時最;L順f，'f 抵二i十主主;準~Jî.)じっ j: /~品問題占が笹

山されている よフ、十、本格、こて取上げるものは、それらの郎首をそれでiL筆主

なりに引去 iむしたものでめるわまた、佐々の重要院に正、て。れl主主 1 るJ:I ，~lir; 今

入IL'目、 fニ

二日誌5')(2-4只I)lC09 :104J 



判例研究

lこ|仕!らn之、、 とυ そこで、 :σ) ;与な iに沢 C)-I では、ある|ゆ lこ弘三H~O)iist~:主

を三けようとするズは、 11らが一番jJ¥当程巧とな )1うる場合でない没 i'J、百L

換えるならば、先行寸る抵当権が i つでも干j イL ずる場行~，: ~之、常 i 、 1 JtlJo"旦

i果1:ll!也を討悩す ω に斗とぺて、〉きには羽;J~{/~J~~ffi主をも取り ';~H.C./:上で、は

lこ消滅Lた先l伯作'eI当権を全て訊 ν、出し、それらoq:からは のよ λ な限定主主

半たるべ主「 岳f正当際」を ら特定しなければならなνヘと νうことにな念ツl

Lかしながみ九二のょう~'-順次ltt定正消滅 é:.1:主り返していゐ{Il!.fi::も可IJの抵、!!;

十干の設'二三時にさ点 のぼってIriJ----W:有首止Lη の l'IJI'r，が必1Lfになるとす:i"L，+'、:主定

地ト憶の戒に:の日]断をいたずらに干支耗;こする剖C また、子のよ q な本主主住宏、)-1:

h: 芥，:\当悼，;;'に市に lム:-;;jt--4 之と ~i、その iSによる込宝かっ簡易な f::， 1i:余力の

j~;J停を町J;ア乙こし!なり、安当でない、

第 21. 、設定時最元l'lt!泣tlS当権恭平えいとっては、廿Jえば m:t;:C.s権設疋当

時において、 苦手誌ニ毛 1Mがなお夫 fi~ìl、 右効に存特仁、いたか、rX'vι:;r:t:こ消

滅し、そのf，Jk:'-E笠託りみが持品ーしずいた仁過ぎないか、プ'n主主:l:ic梓の此P-i~.

シコて主要な志味を持つ)ずなわち、百若乃場合であtuよ、 香ほとj住の1Z7E

日寺を恭]:1:として 1町一所Á[-{;'!泣:?の式~~μ| を fl 8c:i しな f十ればならなl， '~ニれ:ニ).

L亡、千まずi']):品討にlL 設定時最先附t~!_抵当権は卜記 番抵当権ごあるから

{--i 一帯抵当権のな廷判時、'-lj;i!-Ut1すがj首/:~ ~れていとか什かを 11'}ll未ずべきこ

ととなる}しかLながι、こ行占を秋れまR半IJiDi'が殻伝子主主等いおし主主宗一←る

ことは、とけわけ 需拡当権ιがお「続に32山lしない;慨にその f]の抵当梓は

イ:)戒しているためjことをも革庖←Jると、 {'j，SJじはない U

りなか、不動Fャ笠言見HIJによれば、十岐に閉する民法立記記録l正|封鎖!た日

刀ら50fFU (~8:.k 1:号人建物に;三寸ゐ閉鎖登I\[~. i記ゐ、は閉鎖した 1:からぬイ 11':1(11-，1 

条50 ふれぞれ保有される ;2 こで、茨にその保イj→則間が経過L亡しまっ工

がだめJ肘鎖マミ己記認が現存 j;-'J¥ それゆえl佐市基fアたる 一件抵当権jを

そも?も特ノ t~-9-' る、とができない、という~:~~も起こら士 u とは :;J~ .;)ない〕こ

の 1'，につ弘、計千匂 l 主二21 苧 I例時計W-j(Q り'，-~~賢一山貝のコメ〆卜 1， /9 頁) 合参

l .i~ 

引前抱 (i_十2~) 半!Jí:叫ドィ幸二 19 s<?り 7?<頁 79頁のコメント (79頁} 同百，~: L "(、

l 、 )I ， IH丁「本-n~T- fi{ I ~ご献法務事十点 :813- ，1 (2007)、 5問、良I1LX'lj-Iオヰ!汗f!-{I 

主制i1、扮 7ι情182?-~~ (2008)、jL貞 一33同 日立辺町:-;;t:f牛剖ー釈ケ私大Jデブてザ

|淀世、学研究おおは川己1 4~)Ji-.-46 白む右二J メン i に昔日丸一J る}

ー ~.Û、:) :_::::.~8 r;) 10叩



況中判l7jf;:汗芯

W3い、本f了のよ λな場fTにおいて、例え:工 'mぺ!.!，:':'::停者カその零.l)，1を:.!..:

にん~~.，;'， l_ ;，"Jるも ιワi4、l 辻、正l市日正の釘t口のないim;豹iよる売却代金から、 m
~1>:--古の担以権者としてF担当を;:け。平IJ託」 l二止まる一にもかかわら F、~r:-Z定

H'~ 最た収i止品t5権基準 ιiによる〉、石一品rfL:.î権111土、ンァ疋池ー権のイ、叫立 íJ巨

資(7)...1、減少)という利益と順位 I昇lこ付い、阪依 f舎のf口iえ十存在として配当を

'ンける手J!.，~とをともに手;こしうることとなるハこれは、お 善試半陵町に「過

大な保設や H~ するこ J になるの「はなし 1 か J いろ疑問Jコ売もずら T乙川

長徒に、~1i辿のよろに、設定時足先順位抵当権恭l'f ~~;~(立、担':::!:;目的なる l 地

のJ甘ll"余).1を布切に('1'1用。べ主必要性をそのぷ拠C)1っと。る}だが、「その

ようなも:請が、 il、沼地ト枠のhV:<1や:l;if-.';する定。2月T有長 0)利五¥.~ .:jl~令長1' 1 に 1長先

す-{)とはいえな

4 本判決の分析

.u，tr整理[てさたよう i 、読売リ手最先月主 Id正当権基準~!ê.、校正|時最先用自{立

抵ゴ目指北半誌のそれぞ札;二 ~IT占拠〉問題出 2 を認め.~二 デ)~'-c きる。このよろな

状況にあって、 Hιの与えhを採出した本7わたをどの J仁λに叫すべきか。以:、

そのこ巳去に Jいと考持するり

(1)設定碍最先順位抵当権基準説の論理貫性

確かい、設住町有吉弘順位以当権4:事えの信 2 の論拠μ もあるとおう;、本~rH ，_

おいし読売後における地土建物1./)打続のnJ肖を、 持抵当搾じり1五百時以H"ぶ

りやイt:.~.~て， 'たはすの本件士民に対する干:};:2れ)T]権を Y ら tつ十 J~;}_ t，，:~落人 IXi

;二M!.， メ'JJ克Lうるかriか{ょっーごιとする、 l与えることは珪論的に可能てw あ

乃 J，まf、そう Fあノ)J:l. ~、この k 主、ー雷抵当窪の設，J.~f同を悲 t生ムじで|司

1折↑ ~':6 要件 07) 昔、)2_牲を出先し、法定地!捷の5立すを認めることは小委であるー

1

1 i、以卜のような処障の妨げとなむため、むし人号正当ではない}干のようにが

するこども、てれ自体よ Lてはl治埋 立して v、みものに戸うことができる

1，2) 問題点の克服の困重量性

広日~H~ (~十勺、 判例j川報l州立弓 7日頁ー79頁のコメン:' (79頁っ

部門旨とJJLわれるものとして、古賀・自Ij掲{注 8) '8良

ぷ前例(i';:22):;::J'f列e-2-.桜i告さ2号18.i'f--';'9同のーリント(~つがー てj1:こ賛成}

るものと:て、 ìí!i~::， .可証jfl(出24;4品目{

二日誌 5')(2-4只:J)lC07 ~l061 
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しかしなが Vり3九、そのような1桝梓梓釈:の汚結士

なわ 1ち3三主設):九/疋L司升十最先j順L日司イfド位〈立仁J折仔民、当1権正草 i平芋J乱1込iの4第古]及び詩第主 2 の問2題-~.'，\(ょ、 行暑に同悲し

えないものと A思わ札る出。

宇なわち、況に兎(:少おり、この誌によ，'，，，:、在人l土、土地につき抵当権の

設定を支 :JJうとする際には、自 h カ 番抵当権品 hこなりうる場行を除いて、

目玉:二消滅した全て J)J，lí;当権 l二悶しご、各ぐのEE 主l時における士松こ I~:i訟とのに庁

行関係合;~ ~1J査し、その 1ーで~Î 1地:.:thj ，~() U、宅地卜枠の成否につき自ら子

f~:I:すべきこととなる L第弓内問題点〆 C また、執行;，:X:TU河 l止、基 ，'!f となるべき l

百二J正当権 J が、 f引到すJ片当慌のよ主だヨヰにおいて文体yJ、h有効に存イlμζ いたか

(1'かが、それが消滅しむをに、場 77によっては時たる資料もなし吋 Ui~の中で 1I守

山し、?と定しなければならない L第三の問題占}。その戸川、この説の「ーでは、

択当権の設定をそけぷうと Fる話ヤ執行J;ÿ~flj j升に沼度fJ)負担lが生己、それゆえ

にまた、tJlJ勺(!)-te.1~~付債の行 I~Jtli則及び子山 r'l;叶な:ブ現を阻害する二ととも

なりうる しか L ながら、百よ z五時最先船長[jl\ :S i空基牛込u-~ --1::るi;rr:ノ、このよう

な誹点を克8:l 'j るこ è~ 二回副作ごあろう シいうのも、以干の帰結は、「就にIllj

減した杭当 t，(lj~主定時を445準として、 |π1"'，' r計I訂以什ω昔、 )~μ| を判定する、 J

というごめ説の党恕の柊，JmうJ、治、ム， 'わ~，J，Z 然(1 1"二生するものごあ。からとめ

(3) 競売時最先順位抵当権碁準説の妥当性

他ノJ 、読売J寺最}1';:llfl立担、~権法牟討に H を [5 けしみると、まず、本判決日体

が指批しているとおり、 :-)8S条の丈百は干のも:の Hkに、より適合的でめるこ

2x に才1に対して にの説のむ~j :~のはq 題!:( (設定料最古川良i!ぷ当権基準説によ

令と、 番lJ，当惇当，，'、 #j正当権がWi;'正した場合土、法定士leL!1'i'の不氏、/

(1立資のィ、減少)J: 0寸手IJ主主ζ 共l、順j;， 番の抵当催者介 Lて配.:Jを受ける

とり手'J可をも1c!tゐ」ととなゐ n こ才tl手tゴλ当権Ji;:、当初、そのι力、:!P1，1，しに

n: .il)，f
'
;誌を与えるものであるご j は、この説百円のものこいつ Jりも、 Jえが

I_T;O)技手)!X;Il典にお， 'てmR;，!卜昇のふ♀只(Jが採!;J:'れていること仁左Lっくもので

あるこ与え ι れる k まん、そミ予あると 'fi，~:，工、それ自体、乃!，61~i'~UIげ)予定

。「るしこ λ J- L ても千立主主ú~ ，:，-:.:jド員千~れゐノ\き t計百である"エ'Ë， -f しも言えない

ものと'ti われる川れま/二、第の同 ~-g 小、(一地の jll 深余力的有効i雷同を |倒的

:二泊二司するてとに i寸寸る疑念f も、それゆえにての説の妥当性を出土)tニ í_~jí-t:-.j

ノミ，， 1.にT，-去な tのむ，."-なかろう

ー ~，Û、:):， :>~84)lO問



況中判l7jf;:汗芯

うごとがで3ょうー

まと、 fi立充時最先取k~氏 4権ノiL辛誌の潤芯九、つまり、 この況にぶると、可

{全地 f(i1丘奇権者が、，::.-cil丘当権 t)) 己主主~，:;:主げる際;一、将来における法定地!併

の成作を予測 L 近くなるこ「、そのどめ、(~)抵当巨河口る土地(FJi三1果才:刀の有

批判弔が妨げりれる:;~~*しがあることは、私見に J れば、士お致命的なものでは

ないと解ミれる口なvぜなら、必徒J:I l'~f:川正半!ξJ?には、そのよつな手目1，匝視とい

う小郁子ヤや判定 j一心?めの方 iJ、がなノ:じするからである~すなわち、彼l恒ヘJ:.li~:!!;

楕Jiは、 !地と J己上建物とに共:r.-J抗当1手を取得して日けI，:f'、仮に31売開始刊以

前;こた版p抵当慌がn~i}Æ し、 Ut:，につ ðiJふ;地ト椛が成すした場合であ':)も、

~t; 13F~\当惨の尖fT 会活，，て、減少 l たートおの十::， 1~:.官怜相とうう了や注1却の完 I，p代ゃ

から l8j似 J一乙こしができ{)の引あ之 ま丈 ~p;;-~(，:、そのよう;弐町広当憾のぷ

疋を受け令ことさ¥ とりわ(，~ ':1(:問実務における「疋1:こへ""-i'あるとされる3) l...-

~.Þ日。〉開票，~.j~ ~立、ノL、なくとも税実山和会におし、とは 定干品干の主主っ!--~，:;---，
"-"、、

:J{:'::'I研究っている、 とヰえノゴ:とも fi'[さ:1'1 ょっ

(4 結論

そニで、以 の 4'~そが的を大きく外していな v、とすれば、それに共て〉寺、次

のように土lIIEあおけうるものと自われる J すなわち 投)'~ff~.去を先 !Il~ t~!_抵当権基準

説とポ定l時最先;IH'fi:r.抵当梓基準説とを比較してみるこさ、!っj--~ は後長に比して

より台子下町なものである、どん L f~ がつ f 、 半、千両l之、この誌いワする l'判;えを

1'2 J:iなものとして又:f}iいだ1

出 I~ ，i尺， M"可誌 はふつn512-0 

川なか、 (11111 耕 l 判事;正。~(本件のような品会にお ν に校順位J正当恨のEUこメト

弓けようとす l.~ 4i :土、それが可認である浪ノ、 |地こ定物とを共!円でJl¥当じ的

平均2すへきである ':..-fがっと l丈そのぶつな拍主主を執らなかっ(，1立川EγF位当

権J7i:;正、 11えの 1ft{権保守、をな〔た 必ち茂 L庁dll 計樗{注24) :31民j

lこ去っい-( 1 1;1日rn自，責任を負わせる (JS132'tU ここ(法定地!栴CI)I;完了?

にF半う不利併合白戸手せること j か Iあふべええなのではないか」と Fれる。

Lか"な1)ι、J;ld-=r民法リ'1の解釈Jお!:l ては、畠山判事í'J 不時L~ れるごとく、

月同止~憶の設定をそけるこ?を それを Lなv、限り、 乏の ì~)、泊イ、示I 誌を認

されうるというロ味にお¥，'て 在、人的義務と挺えるここは回訟であろう

日 :~:主主:こ e 本1'11 況のす場を、五本 ';S(，こ) 乞平寸るものと Lて、 Ij'<I'-{，前掲 (;-r

24) 5宮、下付・前関{注16) lO:-r;:r、 10長頁、自宅111'前期(注24:-::;41主 これ

二日誌5')(2-4只3)lC05 )0只1



判例研究

日 本判決の射程範囲

次に、卒￥けたによっ、小主れた円、羽、すなわち r;fíJ- ，1り[干7f思件のjd.i~，[-~~ょ、

競売により削減ずる最先i'IM!，'，の抵当権の必定時を基準 LいLて判定志れる。」と

の考え方が、ノ十、 ~é を j立えて、他íl) '"ミ培、な ω ラ来 :~t)-\-リ i:.:.i出同されう ωか、その剖

科続閉じう u て1文言;-~~ .Jうに

(1: 先順位抵当権が設定契約の解除以外の理由によって消滅した場合

まず、本i干におし γ亡、 在"ま 1体がτrJ;f& し?のは、 -;:"C)jt立~ろ宅約が解除され

たため寸あコたか〕、本判決はこの弔実を乍く重視していないー〕たがっ

た版p抵当慌のn~i}Æ;副司がそれ以外の手出寸Jある J;寺合 t例 λ:工、時刻や"Íi'

消、免除など(よ iノ被判f~~~ii堵が内減|た坊{-'ì)にも、{ I 江主長1I士、安弓する止の

}戸えよ)" この占、本判決自:もも、その 図上~J にお v、て、後順1;'/託、当

権誌は、うUle位 F7入当権が対:'f::保債権の弁済、設定徒約ι))附':.~，，;-に;: L-) 消或

しうる F とを]三測すべ台 rある、とjオ1¥'¥Lいるとこのである(¥-_;e平判決の子"

示守 γおける、報部士、を芸IJ立、れ

(2) 更地に先週買位抵当権が設定された後、建物が建築され、土地に後順位抵当

擦が設定された場合

ア 問題の所在

者う 4 に、制jえ 1工、史地に一帯抵当権が~x.し二主れん佼、 !地所右-~がその L: (-

建物をt!て、さりい心建物点いは土地に一番抵当住を設だした、とすζベこ刊

とえ、河例'1，'1によれば、布 持抵~t善が実1，されたとしても、当該 l 地ドてっき

に対 1...--c 浅間.:'!tr掲(注 ~7ì :!()n、2:-lFt、!主阿・前治{注H)) 107円、辺町内，

:J'I総書;，;-.---:1K) 212 自;土、本γUlX~，ご反主1Ftいは批判的である

可旨〉して、 l良111.口:;"t司 l注19) 1U6~ 

33最高J;l汁抗日百前:47年 11乃ヌ 1，つJ何時平日69日収、長官荻γ一:犬、I'-J:h，1 1;二イ円 7

E金柑μ、J55t>[':ヲ13;:]9-3Gいま j二、主主;:-i;裁 niたI!Z引;4:j!fi月川口氏辰之4 ι 9~1 は、

ある十r也ヒ;?存する定物っさ{亭I1条件吋代物ブ?山梨約が稀判iさ引に場合、右

契約に主ーっ:権干'1;0)実質が担1示権であるこ Lい;一鑑み、 388，;訟の預J件適応を認め

る余地があると Lつつ、本つでは、む建物がttてられる以百IT(、つまり h丈lJ設

|川円、史的でめった時点において既じこれに 許試当権が~:z;えされていたた

め、結I;:j{/)と下ろ、 n;じ ":-ll~ 戸佐の戒すする余地はない、と千1I小したc すなわち、

イ;B{iね4;;:4-'-長i"W おいても、 卜~~， ll円相47if-::最刊 、l'h¥( -1年長判1，:"ノ戸された考

ミガがl浦抗と:5hてLる tこの占につき同斤として、品フ宇 治J号リキ10)rルー

ルJ:<q1ぎj

u冷 J ー ~.Û、 j) 全82)lO(l~



況中判l7jf;:汗芯

法定地|惇は成す Lな、、つ

では、 tC~，の-1î--'lSにおい工、前完問始時 1;J， :Trr ~ごー岳f兵士~I主が~1にfj1j減[て L

と場介にはとろなるかr ヰ;半'i:九のよ斗;、競売によ I'!m;':"y.す。段先雌{むの抵当

権、つまりは--.:~:'t!L'i権の設定時を主主{平レ 'Clcj -:Ij有:;7i'--'l/f!;の充足件が刊出[

され、 i去百一地 権の去すが再万二されるのう.:i';

分析

;'L~-~ によれば、志半I]ikの不 LJ 日j 記 it( ~j:J ~土 1 記の仁つな場今にも述用される

ものと1什、われるお すなわち、そのj混合(:.:.~土、法定よ底上梓しつ ρJiiLが認め同九る

こととなゥう 1二会ぜな旬、定地に 寄抵当校が式立された前ttiの宇子:lこ日い

て;:.-1.:，:疋地ト格的成げが(，''xEえれるのは、;I一括J正当地行設 E斗 ~1仁その1)\当会主

音が行、丈 法定地|惟のイ、成 ;7' を"'jj，~ L: '9る 上地の担保イボ宣の;巳掃を保誇

ヂるためすあるこ'~干される ~7 三ころ、 ヰ抵当権が消滅Lた伎にはそのよう士

以誌の必要性もまたう正われる F とは、主主:， <本件こミそく IJj椋であるから仁あ

イ

〆Jη また、十~}IRÚ: 抗当権Jiは、そのri人氏当 I，':j'lおいて、 当(-i1¥f;培が将主計{成

L ~)るニムを予測し、その宮古には服f，'r: :-']イの申訴をそけうふこ 2をも同まえ亡

また孔1料T'丈 dであ勺f二、 μ 

~ 1このようなW-J以の存イ1をつとに桁惜したものとしに、松本恒雄去を足先J上

柏と yJJ乙賃{古!k，式会rlJ;=清水 ;jt~ む;成議 =本γI{.老成推=谷口安半編下金融

刊保法叫fi':T右 キ保I1山政一般・引\~枠': (j丸片手当初、 1!1(3)24-1_R以「 lp人L

松本・日~jit:¥ li.1、定地 l悼 と 9~， -J 、 269買( ~; )、日 'KiJ、 八条/法定

JiJJょ程"丈口俊:i({f--------fþ_l~jJ :4l: 領民法!1'!のさ:t:::11 ，f:t] 'lj日:jl"~続有害 1 ) 必日Ij編。

?主権編寸j字問、 1998) G~~í-tt~>， !，-， G71_R-'--Giつ問、織L出方 riを村立抵当権

設:;-l~ Pr~' (，二位物がどτイiするにすれJ た当 {rと辺、刈二世;ト権J ~JI わ ιL: :1';;っi 日;-_l9-2(}

(1 D97;、去i日リ

<;:TI; D~.:::L-( 、 el山日掲(作2:1!え4玄し

:!6 士お、でのように炉すべき C::$:: ;，;，戸主張するのは、松J..." jjÎl掲\Ü:~H) i法

定地 1)事:2G9J:fH_ (3)コ地刀、織u・削J可(i:;;_3'l)こ3宍;立、解釈の余地は殺

ると 1 つつも、この場台、一長よそ吋柁:設正ど時、 ~--4 :Jg十地が史1，むとあコたYJ，e， 

it疋地|権Jよf北/1，1____な'，'と 413えるJ¥きである、と説く

'1 ，日~ff号(沖 n': . ~f，:t{: 年最判的j点者 L有志?と古主主判決平成ミ年。月 líJ: I金融

法務事情:33~1- :3'ì.Ì土、この渇合に法定お上十告の氏止を認めるとすれば、「第

11_~ザグ)抵ニヰ怜 1者の;日揮した担保イ，::，1'月|令 f~害守る結果#拙< ， "とを州出こ

して、その:J)(_;1をri'trしに。右 l'日記4年最判はこのよみな干'11%，'1''11当」と-::I~ 

当出:.il~の tHf~会々をll，:+li~γ ゐことがvごちる一

:jj(lJ 3
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判例研究

さにつる主についとも、本有:と!日己の'liン?とのI-Ujtこ差刊は存在しなし、ものとつ

えよう

先順位抵当権設定時に問 所有者嬰件を充足するものの、後順位抵当権設(3) 

定時にはこれをf富士在容い場合

問題の所在

宅白 3 に、イイヤ乙は異なって、先J:I l'~f:川正半!主設立:当時にはH 所有-;ï'-';~' Í'↓や充

足Lてい丈ーものの、 W:J恒1-;';丘、!!;J..与がli27Eされ1':1寺占h おしてはこれが尚子?な

ア

かった、という事案数犯は、上託原則りらl程組出F人lにj収まりうるかー

すなわち、例え!工、在'Aは、そし jげ[令する L地及びJt，卜述物のうち、 LJn1に

のみ 骨抵当枠会設定〆た 3 その段、乞ABI叫において {i+Jt主にう主賃fitWや

心tJtL /_~ I で、ぢ建物がA かム B~， ，~: ~~~(.I主さ札 Id 二のこき、

地:こ -rEi;抗当権が設疋され、これか実行されたと Fゐこ、そ0)枯思、 [oJU主に

対する u、>-;~以 k擦が戒すするものと解芦れる 3 、 J ずは、 J) 卜のような宇津にお

いて、 ，;，n~ ["Jltl-、 {ril¥;=S棋の弘行以前¥，-既に 14ト扶当権7子治減ー(いえ

渇合、 :J、52池一也:1氏 t;':jるのであ九うかー

~~: ~) :.ご

分析

目、うに、 ~;Lに見たとおり、ぶ判決は 特に例外をノj、さずに RU公州来i土、

競売 I~Jrf (.ご削減していλ、Lド芯当浮〔 番抵守権)ではなく、競売に 1)ιVj;-li:~-9

イ

泊このことや叫時 L~-fljノJ、たγ'1的;ょ見守たらな L ヘ しか(、ート Jt!i Jえ (}'~ili 卜定

訪の所何者が|たのみに抵勺権をldt定しえ l祐子7:こは、その校、社f五五始時以前

に右立物が位ヘにi34渡されどレしても、ちて定;j-c;~こより!日J工地への法疋地ょ桂が

成_¥r_-9る、と解するのが判例である Lフて博抗民事正子7部↑:Iji丸太 IFI:'γiつ)-jI ~円

六;-tf:. :2 -(ì !'G、ノ\審:~~:判段 :1日系1 日年九円 276 法浮岩l 問 '-;:_i4:-_\- 1l、大審院判決l!?i 若1

8-{i'-lOJJ27iJ民集":2--:26郎、大詐'::~iL f;J {)~a{j手 l リイi' 1 r)! J 11 : I i，と作新聞:;773--1i)，

そこで、このよ"な:判例にj監みるなとは、本文にて主ノ¥アーょう(、さらにじ

の土培 i.~ fit 1:lw f~抗当権が設ラ甘さ札たときであ勺ても、やはリトl税 ì-~i主京地ょアiE

(l)成すが認めりれるーととなろう。なぜなら、訂後間休抵当十言。〉詑乏が為され

土雫*のけJズ仁、 ーの¥;こつえ日11異に併すべえ令瑚Cf:J]jl::r::i存杭〕〆な vミものと

型、われるかιである

なお、本土中の1刊lおいて、;ミの臼 fω賃ft十色は、 九〉えそれがJ:"H/t:要件を

k備 ~l としても、これに先行「る 書t;:C当権の設定登記に劣イ走中位 J七め、 t;{

7l: :.こよ i:消滅ヲるい J かし、干のてと(こ ，i:'_)て、 11宅地卜惇が万lu今、DY:¥7:する

ことは妨げられない(この内につ缶、 】記8'~有 8 年l() 月 27 ，'司ん汁ノ子

ー ~.Û、 iJ 全8(;) lO(l2 
J
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る長虫:順iずの拡主擦である乙列、~惇[一番抵~t1i'等]の l設立坪におし、て I~I

有 J守 ;:0: '1牛が充 Jl~ ~--' "(パること 3子?':t、)"I!gニ慌の品"出件こしアいるむのとJlIlJ砕す

るこ ιレができる Lい述べている， 'ロ己牛判訟の判示~'，を参jヨ )ο それゆえ、

;， r~ のポ A主によ;\，，，ても、右 CJWìFI にiL て、 高抵当桂内設定苛をち担件のだ

，lf.性ぴ]'1'11断基準時と ν て、法定地 11宇<7)成すが否定されることとなろ号。また、

尖賞(:¥jに考えて史、この場合にと記広則的旭川を排除Lた L 仁、況に消滅した

番抵斗y"の"立定Il寺に泡コて罰 iJ、

疋J弘上持(7)成立が認められゐこ亡により不~iJのtë芦を夜ることとな Q拭当梓 ι

がrrイL'，るなど は見当たらないものと解守れるケリ

所付者要件の光尼生寺判断 rωへき庄卜H

なお、 i刈スば市7!~ の事例;二 %]1." て、 lリトのよう}こ法 ji~血 L枠の成;!，七 (1'疋す

;;:J (_すれば、被ノヒ1Xにおけゐ地|建物の百続のいJ~は、上;シ上地殻茶人}円支f

H~R，~~~こ L て決定さ 4~るべきここと生る n すなわ ι 、 -13拭当構内設J:ë~子たが

経山手れる以JeTに、上ょの賃借権に対fl;要ド;ニ f倒、 1干物tァ;;C，(1t{ J~J，借家iム 10;長 i

羽"が共情されれば、税d土後で ~j '，'て忠、と記tf:imはむ殺することができる

Jリこり戸、、このように伝民地!権の成立を台定すると、 '1;'抵当権タは、担

保不動Jli引っ?むの不試合というやj訴と順位上昇の干IJ自主こを宍に得得しうるハそ

の結呆、その』正当存在121当BOJ、一番+1¥当伝治てが1こしたために ';';;'来におげるu、
定:lfuト憾の以，'，-~>市抗として ち九には、限付 #としての fll':~?，冊伯や把握

L /，~-tÎ 番抵勺十年者に、、Ij初則待し '~:JJ、 iーの杓益をうえることとなるそこ手、

これを小ごj炉考えωならば、このような帰杭を遊けるべく、 1ノタ¥";(，ヲ事実におい

て、 得抵当惇刀、山 ;';"Z~， -;-二1えでもなお法定地上権の成すを自立:する。そのえめ

に~::tJ一番抵当慌の設定両や)1準とし〔円一jI!j 有者安件σ ft~}l':'宇ψ判断する、

つまりは本tUU!;J) 町民をこの生昔イ:7(' ，~-U:姐ìli しない、と前ずゐことも、それ白叫、

〉してはィ、 υj 自 ~-iアはない)しかし、本ムJikの説不自制からこのよ"な前座を油

U.iずゐこし は困難であると)出わ札るコというのも、既に位以した μ おリ、斗判

決iz 、 l 法~J~J也!権の成 >r を否定すると、浅間 lす抵当権Jf vこ、 ?の抵当権立定

叶:一 1[--1: 人がt~.i岸じたロトの利子予告 'j-j る?とになるかUか」という到"を

百相場いないからとある。まと、誌定|寺最先蜘1.tct.江守権益牟説的治 3<i]問

題点 iつv て分析し斤@;.(， も述べ?上う"本稿沖(~日)参照}、 香日よ~\当ト弘与

Cの)片:消自l戎u伴Fつて 子待r抗当f梓普t主2古がe上記ぴの)ような手利U批を主主主受「る一ミこと;はi、J:lil'泣土土弄

の!涼亘Lリ刈1:同lリ]をJほ手凶←ヲ9る土均h町nわ行T→}封tυ、典の下 r引lはま 少なくと宅積す環1ii1的竹な J

Ciは土なL¥ とも百いうる
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8 残された問題 ーその展望をも含めてー

最後L、本判決にぶって残3れに問題を 2つほど指摘し、それ?'f，こっき苓

え f~る解i)~ 与しJ、 r も封不或いは杭iÆl 亡、ぷ仰を|羽じることと L手 U

建物抵当挙例に関する半IJ例準買qとの整合性

お1に、守成ヰ庁長引l、本ド"決ともに 1-11~ :'::: 番抵当惇カ詑定さオした平芳、

(1)， :、 こ1，!全土:H!ま九三五山という をその判断の前徒と Ij~Clv l;::'，またそれ

ゆえに、 j:)，ノう kも、てれそれが示しI二三:1:I:ff，;:、 @j安いはれ:上山議(，.:/)~，、て安吋 '1'土

を官するものと従えている 3 この内、、I'-hム21+=長刊は、その I型r:.J中}二三)1.，'

ι。ク去に i 及する大審陥ド1，又Ffj.fl: 14'1ニ7r:l26口氏民18-?T2lえび民的裁I11i.た:Itlf:l 

s;.;i.jド日 n2B 汁E(集:)~ 6 121 ()や I 建初~，_~ "j l て F2疋 ~:q 、 U1c;斗詐がらÃ!;h~手れた

場企」に問 jーるもの(:f;'(笠日け それりの見解よ自らの判断1をr:<，31;す{) ま

/三、本判討も、での:2:illr片l出にご斗 Eすの解釈を抗不γる際に、まず、 +J主

を[:1:~0 こ寸る'Æ;順位の'f' iJ'Çニ主主主と後 1:18，，:ずの乙J正当怖がぷ35F れたー I芳子?におい

てj と込べて、念日、仁情く事例や特瓦 lζ 、る J と(仁記本事J;~犬fうや;示〆いお

じ -6--、続出分を参布)か与、 Jよ「のよう \_~fE;ザ1')-6 二 信 cき上う

f也ん、，1:例 1~)，ニよれば、主主物に きr祇当1告が'ijz'1巳された李乙丸〔以 k これを

作物抵当f出と "1ふ i テおし，-(~、一番社主権設定後、 i:l 物(，:f長州i:.:(~~1 ~ ~話が設

定され、 ，':;， t~ "実 jT~ れん場f干し{よ、たとえ一番抵当権法)1:::時にい一所有-éi!必

fIが日制iされてし 1なくよも、校順位抵当込iEf::当吋 に(j安打が充足されていれ

ば、 t去疋j吻上持l立点、7する{すなわち、こωとさ、 lril 防l イベ長 :L~:n'(土もともと

十:J~l!ほ二~ti;:i における j， -'J:，二段'y，じにより削減する枝先:I:f[-fu:(jj抵当出=一番抵当権

の試定|培とはなく、制:1i-{1'l!抵当権のizt-主時停基半と Lて判断1 べきものとさ1.!.-

るのである〈ま「、 J 汗がって、以 の事業lおし、て、仮I恒包括主権の?だれ以

前;こI-':;f;i..こ

レ
'--- 'j 、~、

つ

手作抵当権が消減していた場行にも、そO，Jう主主主ノj::f)当然。〉中結

?はり後EIEkJ正当続の設 J三時が右安件のたjJ1性的t'淵i:=!t準時となろ

そこで、上J泣討さ(平成ワ年fZ判、八判決j と建物和、当卯JUJij'i1'L:Hiと和lA年

大問、|円前:i5.3干品目 1 とのI日jに、打判断基十往時山氏記に|目するこの4う争惜遣

の牛ずる:ょ;質的目 、拘円ヲ i:はい')主主片付てふどのように忌:礁付けるべさか、

'"大審活字li叉IIf{布;.:.4干/月 26[: h'; ~~l8-r;2 長ri'J裁判決[:(-1千:1日年 Q 片山口h'

長;-;2--6 --~210 
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況中判l7jf;:汗芯

が利犯となりうるい打開府[は、千成 2 年長1"_が出された~時期;lこ、)t，伺との l斗

係;→1，3けるその(<:，間fJicに関わるものと 1---"~C 、学誌によりtËÎ4丙ス1. ~，じいたと F

fつである '110+字決をめぐっても、この点刀〉あらたので問;nれることシなろう

そこで、右問題に院して検"すするに、工J血抵当J_¥.リh 認すゐ考え万を、、わば原

則、法物抵当型Ilこ i返するものをその問料と~;~:えるここに d，て ηエ，事長?自主"

に関する各flj同灯、一場を以?のぶつに統 的に J~fK ljうるょっ仁三、われる J

F なわ九、 f了あるィ、 lffJJilぷ j:U寺μl) j止 -~~i j主力北定され f-J;努今、それらのう九社

売により消滅ずる最先1:1t:止の?正当権炉設モさがーた何万を恭すとして、 IriJ-----)折主

者要芹の'/C毘性を同断づべきずある その。ろに考え古いと、右ほ~I住者がそ

の設定当時に把握仁た判依飾他が不当に有ちれる結束こな乏からどあるい1;hV: 

フ午伝判、ヰ判決のすJ卦)，-

しかしながら、心その」ろ士司、iUUのfd芦を被る抗di普認が笠場中位おそれは

ないこ浴君主I(円に認められるjJ'，主にお'.'-Cは、 f刊外的に、毛主主えりすえこと憶のうち、

.:)， .':，杉市街【t主4-1~3G宍苅前掲(出 4) Lï4_~ よ/;飢イ I山仁は、活:

必抵当主において後見直PI日権t))改定持会基準として同 所付者刻下c-;充足にr

を判断すこ、との判例の考え万それド」休Ci) 益企?こっし J でも、なj]~1t諭のx、J也が

残されている hC)こ鮮される n この点につき、判 ~jJ と (;t~なって、連明祇当司"

に閉し二も、士 jè!，，-*~裂と 1'"11主に、 ~+~~i'喜一のj;)i，I2 P-.~ を右判出i1!;，'住a'-Jとすべ

ろである、 とこ主張すると字以として、 l話木多喜男主総ト枠の法王宝 bト l_'!~

ft::ついて 」同 b金融取引と担保1(布訪問、川試)i 12S頁以下 iJ).T、市主・

司持「田rrF_~ r-<t-ωJ、l;j(-i頁、 i日1J.e::fる(;主IO! レ jL J ワn頁)九:3，1頁、加

藤山1;1主主地上探をめぐっ ιJ:w; J'}C法ノ ト(上 1_1 右斐師、 198~) 20G 

T-1.t:lτ、211員一221員、松本・前約 (U34) I ~l、定凶卜議 24'7貝、司 1 '1成2

1 最干U~f釈」星野北 、l'井 ;'1主計 iitl:ム常久i罷「氏法制J仰j百選 1 治目i 物権

[市訂正'?: )';iT i'J、対応被~~5:J .l (8:j冊ジ l:)スト 17S~ハ 2ω:1) 1部頁以「、 189頁、

東・前掲:tl:1O;'26:)虫、花本1.人心「γ成 2年最fG~日 :mJ 議論最lOS-1 リ3リDDl)、

96目、副'UI'年重平，'oc2 ~長;::;許相しゃJ il'Jタイムズロ3-35:1991)、 39宍、 l人JW'

:tJ何百円主l(li42'(頁拍日内市JU再¥i主18i 2l~)頁、 216貝。主 J七、角，前

掛(件 4¥15/j只及び ρ賀野.I刊射¥l七20':260兵もこれらに|づ円か さら ::t，
"隈古-t~判決平]j~ 7主 5月:;OiI判例I+Y報"ト1，1聞は、建物叩止当型h むいて、原

則と Lて 存抵当摂の設定肖を恭平 l こ」二号~ 'J;!'刊のヂi: Jf.'f' r を判Uf1')~ tるとの立渇に

すっハ tH.).，、共{ね自主結論としとは、 ~3窒 _:!-1 誕の{直 ;5 :.1 .:jJ.'['百を考i主しに i主刷i¥i

jJ¥当慌の設定時.yもっマ右Jぷj件のすlj村基準時としたJ
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i. '-(:11かのl生ノ;ZT'すに|品安引がおたされていれば、法定地!格的攻守を白定寸

るここが(，;える l そ:て、このような例外に該当するのが建物紙当日Lごある(IiLi 

WH!，下大判、 l明日53年長半iJO)、'l-::品んなぜなら、後l白↑d，;止当権(/);j)z定時を基準

fヰtff斗権71の禾'1常にこそなれ、ィ、和li三

とはなら士 u 似かよである

そ、白例外や「計 1 べ 3必jを~ (土、什〉可能な|弘 :1 以、 rふ:{l~_t. 慌の成， i を l品タ九、

抵、lj出実行後におけゐ地:建物のな続在刻斗こ}が同氏戸工所に王寺すゐこ l、pz.

CJ '，:2点f当権設定白([地所有、建物?人当権ι双刀円台週的目立にも合試す

Q こと1:-¥，こ求められようハ

1-Lて出足地 権cヲョ正立を;1めても、

L }。

約定利用権と法定地上権との俳存?

問題の所在

第 2に、本Lにおいて、伎に、 需拡，1:柊が設定さ h~S 以正[こ、

i))間ご本件 IJ勺の賃貸11{契約が靖iまれて l 、たと 9 るこ、Ti喫~?:J に此づく A の賃

AとYl三

(2 ~ 

ア

また、U[¥，地m京法Hi条 1:rfI'1っm格は第一省 l対(て対J克(うゐものとなゐ

む賃(白往li、Y 1 がが'1'1'建物の!り tj柱を取得 J 丈一 fむお u 、亡、、{品売のち~~)!~L: 

して{!<弘、存続しうる。伯ノJ、本叫決にふれ;二、この均台、に、 一存t江主~Ijfが波

ノに洲町iPr，ト苛にυj減_.-I二と与には、 番抵当権的設::;LR，，~- ~，千基準としにじ、定加卜

権の成 Fが肯定されよ与ザヰザヰら、この場{;'(..':のみ38ら条の二郎右手排日し"

る論王引を、本判決の判示刀、らジ:ユくことはできなぜからである九したが J て、最

終的に、上i主的事交で;土、法定地上権と上μ己貸借権(約足利用権)とのうi存状

.ii~カすとうることとなる

しかしながら、七帰結は、 l一般に、 池こう喜物 O)pJ7 千f-~-が i叶ーであること

小ら、号1i 池予U 肘権のE21 がä、律 l ま止は~-7. !-ノド白色 FあるJ--.t，，) -~j 場合にそなえ

て、連初のずT*.~i~ を口約としてllz: トゐれた"法j;U~， 1 権日|度の都日に反 d るも

のとも府当れる口そ L二( 以 fごのょっな1:4-ィ'Y:ir!'iJてやこのぶつに評価/ ま/乙 L通

か処理すべきかc 千、判 i:;~ t'x:いは競売持品先限{'，í' 低モ民権主宰式 l 立) ，. \て?)~定

地ーと桂の而立を告去する際(，F)1."わ(ZFJを始ム の問題〉して、こ引点もまとi占

l 日~H~ {許制)l昭和問年政相J町民番〈ん沢古裁三三決岡市「日怠 1月%o1:足先祝

日 1218) 土、 ニク)打、をtci引宅ずる J

1:-; ごオ t もまた、前例(~ìAO) IIr~有1 ~):;年段 '1'11 の i足寄が判 rがするとごろである

4+ n ント・前よる 士:41:1 法rc;.144はl

I I:ì当日 ~J(:>47日 )9:>8
J
 

「
31

 



況中判l7jf;:汗芯

めr.-J、〈必要がえV)):)ユ。

イ 可能性

{;問題:":I舟Lては、い/ワかの解決);泣けイfとする一「なわち、 l三JijztE地!

権('*~JC利用権レの↑γギデ状'jÓjG をそのまま行 3すく，玄約足利用権はまて定地ょ程

lこ i{i'!H J されると平井成目る:u主ν" 立、<:{~， • t主主Lミ;引きが1百減した時d山で判定

利 ;-~i):~ もまた所有ほとのi.ltlnJ により ~H滅する、したがって、そのような併ú 状

l，!g ば~+じない Jて考え d， fo、な J である

この点、先の事案によれ 4 て一件抗当1手引実れにより法足也~評判弘之Lを認め

るのごよ〉れ i工、これと合わせ、#(:ic利用法令閉じ三5..:ffl'完させとおく J、要;Z4ご~- ¥" 

とすれば、 τのような必泣けのま;われた時円、すなわち一語訳当権のンiji滅;時;二、

む約定利用権 ~J所有佳ょのijt [lSりを 11'出:.-: ii~i i:，'I'X-9る、 2解する:記(「ノIJ"'I;正当ごあ

ると言えようか土7

4 河ト r "目前]，;3/~ EiliJ討作'~J U、子協会終誌9ι8-1見 (198旬、ょf潟県--167

向は、前WI(i五40)Q{_:羽コス年最t'JO;宇索じむい(、注物への is:r:¥当権設定宅

時;一存在しぐい1はずの約定平'1m惨と、 tI抵当権の支汗により i主，.するにJ、定

地 i権ιの問係(琵 Lて、白 ，k!j疋手lJ市涯は原町としでこれ「法定地 1権1に

弁明される とし Iう心とになろ λか l と渋べる。

-1iすものょっ;;，t解釈をぷ略するものとし工、小中長・前掲 (it4; 斗只 J

17 -''''刑i1止はこの，3 の\!~.T;}~j に 1! -j ているこさrwi;~!jーするのは 高'".市開(所出')ぷ

頁(出し、その土うに杵iXIL -) ~)埋出は不さ札てし寸L い) ま土、波 ;!j・HfAz
l注川 村頁-，+7頁l立、)1]1，1"すけの内-;--rは異なるもの<7)、本(1Cうよろな場合i

l二、 得抵当惇7)市;';"Z~--;-二持i 、 L こ J弘、て約定利用権は所ヂJI'震との JRμ! に」り出

品えする、と百~.1円するごとが妥当である とする.j.:お、前言l~ {l) ~問題 ;'k

民 )ht())ji~~~の主察にとっては、 m路道折、当権試定段に|地・建物カ H 人

に師同し J
人上場合しiJ、定地 j'-~をの成否 反二小+'1平 2・1・22を喫機〉して 」

会限法泌字情1267-6 UDDO)、 8完 日良しおりる次のような指摘力、不「去に肖

む判定刊沼持刀、 IJ也こ建物刀、fDl人に帰したここに Jりi}!;fD1にJり泊以す

るのか、沈1.10)例外規定;こより出減しないものと考去るかは論珂情説トの問問

であって、事の本慣は、ぐこにはない 。 法主地 i権[よ「ニ主主当時においてiヲ

定手Ijm怯設立:の口J二百位のないよ持合にのみ成，'，-，ゐ¥':..-t-ぎなU のか〆うか、 h 

[問題の校d回、が1あゐと長ゐこと止でき」う lにまた、行指摘Lこ賛成 fるもの

とし守、 jlh二手N:'r--'i!:mt 2年長I'IJ剖ー釈J
11以王立三年皮革要')'11何鮮E任 (シ←r.1)ス

:臨時市エ119町)号。 I山 11 T.!頁以下、日目-，14，主 陪"， 前崎 (i主24)"8ft， 

二日誌 5')(2-4円:J):!D7 ~1161 
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※ 本判決の評釈或いは料介として、既にづ|用したものの他、亀井洋 銀行

法務21 68()-40 (2007)、谷本誠司銀行法務21 678日 (20071、升阿沌・

Lcx時半IJ例辿恨2/1-36(2∞71、浅野，1 ・信用保険}1c}H2007年12片号32頁以

下、 J福崎劃J田民主打法情報2S7-is (2日)引がある}

また、 l目稿後、松本恒雄「本ft評釈J '平成凶作度重要判例解説 I (ジュ')

スト臨時町干)11354日"20(附 72貞目、「、生熊μ土r本件;iH'KJ民間法雄lゐ137

4 ~ 5 -87 (2008) (本件半IJ行に賛成)及び宮坂片手IJr本件詳釈」ジ 1 リスト

1355-105 (ヨ川町(これは、本稿j土 (22) にて引肘した判例時報技び判例タ

イムズの件誌におけるコメントと同 のものであるJ に接したι

(ZI川8年3月21H mo干局)
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