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［503］ 北法63（6・22）1650

　取得時効完成後に所有権移転登記がなされないまま第三者が抵当権設定登記

を経由した場合における再度の取得時効の成否

　平成24年３月16日最高裁第二小法廷判決（民集66巻５号2321頁、裁時1552号

４頁、判タ1370号102頁、判時2149号68頁、金法1955号100頁、金判1391号13頁、

金判1395号22頁）

Ⅰ　事実の概要

（1）　A は、昭和45年３月、自己の所有していた土地（以下、平成17年に換

地された土地を含め「本件土地」という。）を X（原告、被控訴人、被上告人）

に売却した。X は、遅くとも同月31日から、本件土地の占有を開始し、サトウ

キビ畑として耕作してきたが、所有権移転登記はしていなかった。

（2）　A は昭和47年10月８日に死亡し、その相続人である B が、昭和57年１

月13日、本件土地につき、相続を原因として所有権移転登記を了した。B は、

昭和59年４月19日、本件土地につき、金融機関 Y（被告、控訴人、上告人）の

ために抵当権（以下、「本件抵当権」という。）を設定し、同日付けでその旨の

登記がされた。さらに B は、昭和61年10月24日、本件土地につき Y のために

別の抵当権を設定し、その旨の登記をしたが、その抵当権は、平成９年12月11

日に被担保債権が完済されたことにより消滅した。

　しかし、X は、これらの事実を知らないまま、本件土地の占有を継続した。

また、X は、本件抵当権の設定登記時において、本件土地を所有すると信じる

につき、善意、かつ、無過失であった。

（3）　Y は、本件抵当権の実行としての競売を申し立て、平成18年９月29日、
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競売手続開始決定がなされ、債権者である Y のために差押えがなされた。こ

れに対し、X は、抵当権設定登記時を起算点として本件土地を時効取得したと

主張し、競売の不許を求めて本件訴訟を提起した。なお、本件担保不動産競売

手続きについては、X の申立てにより、平成20年７月31日、停止決定がされた。

（4）　平成20年８月９日、X は、B に対し、本件の関連事件である土地所有権

移転登記手続等請求事件（当庁平成20年（ワ）第288号）の訴状の送達をもって、

本件土地につき、所有権の取得時効を援用する旨の意思表示をした。

（5）　第一審（鹿児島地裁名瀬支判平成21年６月24日金判1391号20頁）は、本

件には時効完成後に設定された抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時

効の援用を否定した最判平成15年10月31日判時1846号７頁（以下、「平成15年

判決」という。）の法理が適用されるべきであるとの Y の主張に対し、平成15

年判決の主眼は、第三者が抵当権者であったことではなく、「一度占有開始時

を起算点とする取得時効を援用し、所有権移転登記を経た占有者が、時効完成

後に抵当権設定登記を経由した第三者に対抗する方便として、再度の取得時効

を援用するのを禁止することにあった」と解すべきであるとした。そして、X

が占有開始時を起算点とする取得時効を援用しておらず、その旨の登記も経由

していない本件において、X が援用した取得時効の起算点を抵当権設定登記時

を認めたとしても、X に起算点の恣意的な選択を許したことにならないので、

平成15年判決の法理が適用されないとした。

　そのうえで、X は、Y の抵当権設定登記経由時から、新たに抵当権の設定さ

れた土地の占有を開始したとみることができ、この時を起算点とする取得時効

を認めることが、長期間占有を継続した事実を尊重するという時効制度の趣旨

にも沿うという理由に基づき、本件には、第三者の登記後に改めて時効が完成

したとき占有者は第三者に登記なくして時効取得を対抗できるとした最判昭和

36年７月20日民集15巻７号1903頁（以下、「昭和36年判決」という。）の法理が

適用されるべきであるとした。

　また、抵当権の消長につき、第一審は、「民法397条は、所有権の時効取得が

いわゆる原始取得であることから、その反射的効果として時効完成前に設定・

登記された抵当権は消滅するという当然のことを定めたものである。」との解

釈を示し、本件においても、X の時効取得により Y の抵当権は消滅するとい

うべきであるとし、X の請求を認容した。

（6）　これに対し、Y が控訴した。控訴審における Y の主張は、昭和36年判
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決の事案では第三者が所有権者であるのに対し、本件では第三者が抵当権者で

ある点で事案を異にし、所有権と抵当権が両立するものである以上、本件には、

昭和36年判決ではなく、平成15年判決、ないしは、所有権の時効取得につき登

記がないときは、時効完成後に所有権を取得し登記を経た第三者に所有権の取

得を対抗できないとする最判昭和33年８月28日民集12巻12号1936頁が妥当する

と主張した。これに対し原審（福岡高裁宮崎支判平成21年11月27日金判1391号

20頁）は、「確かに所有権と抵当権は両立するものの、第三者が所有権者であ

ろうと抵当権者であろうと対抗関係に立つことには変わりがない（時効取得者

が抵当権の負担の付いた所有権を取得するか否かで大きな違いがある。）。」と

した。そして、Y の主張によれば「第三者が（より制限された物権である）抵

当権を取得する方が所有権を取得するよりも有利に扱われる結果となるが、こ

れではかえって不均衡といわざるを得ない。」とし、第一審判決は相当であり、

Y の控訴は理由がないとして棄却した。

（7）　これに対して、Y が、上告受理申立てをしたのが本件である。

Ⅱ　判旨

　上告棄却。

（1）　「時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記

をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。しかし、不

動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が

原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上

記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間

占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵

当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効

取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。その理由

は、以下のとおりである。

　ア　取得時効の完成後、所有権移転登記がされないうちに、第三者が原所有

者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば、占有者がその後

にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することが

できないと解することは、長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて

保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば、是認し難いというべきであ

る。
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　イ　そして、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、第三

者に上記不動産が譲渡され、その旨の登記がされた場合において、占有者が、

上記登記後に、なお引き続き時効取得に要する期間占有を継続したときは、占

有者は、上記第三者に対し、登記なくして時効取得を対抗し得るものと解され

るところ（最高裁昭和34年（オ）第779号同36年７月20日第一小法廷判決・民

集15巻７号1903頁）、不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、

第三者が上記不動産につき抵当権の設定を受け、その登記がされた場合には、

占有者は、自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限を受け、これが

実行されると自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位

に立たされるのであって、上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に

上記のような権利の対立関係が生ずるものと解され、かかる事態は、上記不動

産が第三者に譲渡され、その旨の登記がされた場合に比肩するということがで

きる。また、上記判例によれば、取得時効の完成後に所有権を得た第三者は、

占有者が引き続き占有を継続した場合に、所有権を失うことがあり、それと比

べて、取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合に保護さ

れることとなるのは、不均衡である。」

（2）　これを本件についてみると、前記事実関係によれば、昭和55年３月31日

の経過により、X のために本件土地につき取得時効が完成したが、X は、上記

取得時効の完成後にされた本件抵当権の設定登記時において、本件土地を所有

すると信ずるにつき善意かつ無過失であり、同登記後引き続き時効取得に要す

る10年間本件土地の占有を継続し、その後に取得時効を援用したというのであ

る。そして、本件においては、前記のとおり、X は、本件抵当権が設定されそ

の旨の抵当権設定登記がされたことを知らないまま、本件土地の占有を継続し

たというのであり、X が本件抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情は

うかがわれない。

　そうすると、X は、本件抵当権の設定登記の日を起算点として、本件土地を

時効取得し、その結果、本件抵当権は消滅したというべきである。

　裁判官古田佑紀の補足意見は、次のとおりである。

（1）　本件において、「第三者が抵当権設定を受けた場合に、これが譲渡を受

けた場合と「比肩する」として、占有者について取得時効の進行を認めるため

には、占有者の法的状況について上記の共通性が認められるだけでは足りず、
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第三者の法的状況も観察して、双方の観点から、第三者が譲渡を受けた場合と

同様の状況といえるかどうかを検討する必要がある。…第三者側からすると、

第三者が不動産の譲渡を受け登記を経た場合であれば、占有者は確定的にその

所有権を失い、第三者は占有者に対して所有権に基づきその明渡しを求めるな

ど、その権利を行使して取得時効の完成を妨げ、取得した所有権の喪失を防止

できるのに対し、抵当権の設定を受けた場合は占有者の所有権が失われること

にならないところ、抵当権は債務不履行がないにもかかわらず実行することは

できないし、また占有権原や利用権原を伴うものではないからこれらの権原に

基づいて占有を排除することもできないのであって、所有権のように前記のよ

うな権利の消滅を防止する手段が当然には認められない。この点は、譲渡を受

けた場合と抵当権の設定を受けた場合とで大きく相違する点であって、このよ

うな差があることを踏まえても、取得時効の進行に関し、なお法的状況が同様

であるといえるためには、抵当権の設定を受け登記を経た第三者において、抵

当権の実行以外に、占有者に抵当権を容認させる手段など、取得時効期間の経

過による抵当権の消滅を防止する何らかの法的な手段があることが必要と考え

る。このような手段がないとすれば、抵当権者は、本来の権利保全の仕組みか

らすれば自らにその権利を対抗できない者との関係で、防止する手段がないま

ま自己の権利が消滅することを甘受せざるを得ないことになり、均衡を失する

ものといわざるを得ない。法廷意見はこの点について明示的に触れるところが

ないが、抵当権者において抵当権の消滅を防止する手段があることを前提とし

ているものと解され、その理解の下で法廷意見に与するものである。」

（2）　法廷意見が、X による時効取得の結果抵当権が消滅する旨判示した点に

ついては、「従来の一般的理解に沿うものであ」るが、「第三者に所有権が移転

された場合には、占有者が確定的に所有権を失うのに対して、第三者に抵当権

が設定された場合には、そのような事情はないから、取得時効が完成している

状態が変わるものではないにもかかわらず、抵当権が消滅する理由として、再

び取得時効の完成を認めることは技巧的で不自然な感を免れない。第三者が所

有権を取得した場合は、占有者が再度所有権を取得するためには改めて取得時

効が完成することが必要であるが、第三者が抵当権の設定を受けた場合は、民

法397条の規定から取得時効期間占有が継続されたこと自体によって抵当権が

消滅すると解することが可能である。原始取得であることをもって他の権利が

当然に消滅するとはいえないのであって、法は所有権以外の物権について所有
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権の時効取得によって当然にこれが消滅すべきものとしているとは必ずしもい

えず、占有に関わらない物権については個別に消滅するかどうかを判断すべき

ものとしていると見る余地があり（民法289条、290条参照）、複数の担保権が

存在する場合の調整やこれらの権利の消滅を防止する手段などに関して、その

ような観点からの検討をすることが適切な場合があるのではないかと思われる

ことを付言しておきたい。」

Ⅲ　検討

１　本判決の意義

　本件は、Y が、抵当権の実行としての競売を申し立てたのに対し、本件土地

を時効取得したと主張する X が、この競売の不許を求めて第三者異議訴訟を

提起した事案である。X は、本件土地を10年間継続して占有したが、取得時効

の援用と登記をしないまま、その後になされた Y の抵当権設定登記後も、引

き続き10年間の占有を継続している。X が占有開始時を起算点とする時効取得

を援用すると、時効完成後に抵当権設定登記を経由した Y に、登記なくして

は時効取得を対抗できない可能性があった。そこで、X は、占有開始時ではな

く、抵当権設定登記時を起算点とする本件土地所有権の時効取得を主張し、本

件において抵当権設定登記時を起算点とする時効取得が認められるかが争われ

ることとなった。

　本判決の意義としては、次の３点を指摘できる。

　第１は、時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登

記をした者との関係が対抗問題となることを明示したことにある。これまで、

時効による不動産の所有権の取得は、登記なくして、時効完成後当該不動産に

つき原所有者から所有権を取得し登記を備えた第三者に対抗しえないことが判

例法理として確立しているが（大判大正14年７月８日民集４巻412頁、最判昭

和33年８月28日民集12巻12号1963頁）、時効取得者と時効完成後に原所有者か

ら抵当権の設定を受けた者との関係を明示した先例はなかった。本判決は、こ

の点を最高裁として明らかにしたという意義を有する。

　第２は、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効の成立を最高裁と

して初めて認めたことにある。本判決は、抵当権設定登記時を起算点とする再

度の取得時効の援用を否定した最判平成15年10月31日判時1846号７頁と反対の

結論を示すものであり、両判決の関係をどのように理解するかが重要である。
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また、本判決の理由づけは、再度の取得時効の成否を判断する新たな基準を示

すものとして重要な意義を有する。

　第３は、再度の時効取得の結果、不動産上の抵当権が消滅すること（民法

397条）を最高裁として初めて認めたことにある。この判断により、時効完成

後に原所有者から抵当権の設定を受けた者が先に登記を備えたとしても、再び

取得時効が完成すれば抵当権が消滅しうることが示された。そのため抵当権者

にとっては、登記後もなお、取得時効の完成による抵当権の消滅を阻止する必

要があることが明らかにされたといえる。

２　再度の取得時効の成否

　所有権の取得時効完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者

が不動産上の権利を取得しその登記を備えた場合において、占有者が引き続き

取得時効に必要な期間の占有を継続したときは、第三者の登記時を起算点とす

る再度の取得時効は認められるのか。本判決は、第三者が抵当権を取得しその

登記を備えた場合について、抵当権設定登記の日を起算点とする再度の取得時

効を認めている。

（1）これまでの議論

　民法162条は、取得時効に必要な占有期間について、占有者が他人の物であ

ることを知らなかった場合は10年、知っていた場合は20年と規定しているが、

その起算点をいつの時点とすべきかについて条文の定めはない。この点につい

て判例は、必ず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効の完成の

時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意に起算点

を選択することはできないとする（大判昭和14年７月19日民集18巻856頁、最

判昭和35年７月27日民集14巻10号1871頁）。そして、時効の基礎たる占有の開

始時を起算点として取得時効が完成した場合でも、登記なくしては、時効完成

後に原所有者から所有権を取得し登記を備えた第三者に対し、所有権の時効取

得を対抗し得ない（大判大正14年７月８日民集４巻412頁、最判昭和33年８月

28日民集12巻12号1963頁）。

　そこで、時効取得について未登記の占有者が、時効完成後の第三者による所

有権移転登記後も、引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合に、再

度の時効取得が認められるかが裁判上の争点となった。不動産の所有権につい
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て再度の取得時効の成否を判断した最高裁判決としては、最判昭和36年７月20

日民集15巻７号1903頁（以下、「昭和36年判決」という。）と最判平成15年10月

31日判時1846号７頁（以下、「平成15年判決」という。）がある。

　昭和36年判決の事案の概要は次のようなものである。山林の取得時効完成後、

所有権移転登記がされないうちに、原所有者が第三者に不動産を譲渡し、その

旨の登記がなされた。その後占有者は、第三者の登記後に改めて取得時効に必

要な期間の占有を継続したとして、所有権の時効取得を主張し、所有権移転登

記請求訴訟を提起したものである。同判決は、不動産について「第三者のなし

た登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経

由しなくても時効取得をもってこれに対抗しうることと解すべきことは、当裁

判所の判例とするところであって（最判昭和35年７月27日民集14巻10号1871

頁）、これを変更すべき必要を認めない。」とした。そして、同事案では、占有

者が、第三者による「登記の日より」10年間所有の意思をもって平穏、公然、

善意、無過失に占有を継続したと認められるので、時効による所有権取得の登

記を経由しなくても第三者に時効取得を対抗しうると判示した。昭和36年判決

は、最高裁として初めて、第三者の登記時を起算点とする再度の取得時効の成

立を認めたものである。

　学説では、同事案において占有者の時効取得を認めるという結論自体につい

て異論はなく、「常識的に考えて妥当」とみられているが1、同判決が積極的な

理由付けを試みていないという批判が強い2。すなわち、最高裁は、原審が示し

た「第三者の所有権移転登記により時効が中断される」という論理を「失当た

るを免れない」と否定したが、その一方で、最判昭和35年７月27日を引用する

1 末川博「判批」民商46巻２号（1962年）329頁、柚木馨「時効取得と登記」『判
例演習物権法〈増補版〉』（有斐閣、1973年）34頁、石田喜久夫「取得時効と登記」
ジュリ増刊・民法の判例〈第三版〉（1979年）69頁、村上淳一「判批」法協80
巻３号（1963年）421頁、滝沢聿代「取得時効と登記」『物権変動の理論Ⅱ』（有
斐閣、2009年）281頁。
2 昭和36年判決に対しては、同判決が引用する最判昭和35年７月27日は、時効
の起算点につき任意選択を許さないことを確認したものに過ぎないから、同判
決の引用の仕方は「手品」（柚木・前掲注（1）34頁）に類するものであって、「判
例の権威を高める所為とはいえない」（福地俊雄「判批」法時34巻３号（1962年）
96頁）との批判がある。
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のみで、何ら積極的な理由づけを示していないと批判されている3。

　昭和36年判決は、第三者のなした登記後に時効が完成することを、当然の結

論として認めているように解される。しかし、取得時効の起算点を「時効の基

礎となる事実の開始された時」とする上記判例法理によれば、占有が当初から

継続している同事案においては、むしろ第三者の登記時を取得時効の起算点と

することは認められないのではないかとの疑問が生ずるところである4。同判決

は、この点を説明しておらず、再度の取得時効が認められる根拠を示していな

いといえる。

　これに対し、平成15年判決は、占有者と時効完成後の抵当権者との関係につ

いて判示したものである。同事案は、時効完成後に原所有者が第三者のために

抵当権を設定したものである点において、原所有者が第三者に不動産を譲渡し

た昭和36年判決の事案と異なる。

　平成15年判決の事案は次のようなものである。土地についての取得時効完成

後、その登記がされないうちに、原所有者が第三者に対して同土地上に抵当権

を設定しその登記がされた。その後、この抵当権は被担保債権とともに譲渡さ

れ付記登記がなされている。占有者は、抵当権設定登記後も更に時効取得に必

要な期間の占有を継続し、その占有継続中に、別訴にて原所有者に対し占有開

始時を起算点とする取得時効を援用し、その確定判決に基づいて時効取得の登

記を経由した。さらにその後、占有者は、抵当権者に対し、抵当権設定登記時

から10年の占有による時効取得（前述の別訴係争中に完成）を援用し、抵当権

の消滅を主張して、抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた5。最高裁は、占有

者が、時効の援用により確定的に本件土地の所有権を取得したことから、この

3 第三者の登記時を起算点とする根拠として、右田尭雄「判解」『最高裁判所判
例解説・民事篇　昭和36年度』（法曹会、1962年）282頁は、第三者が登記を備
えて完全な所有権者となった以上、それ以後は、占有者と登記を備えた所有権
者とを時効の法律関係を生ずる対立当事者として考える必要があるとする。
4 福地・前掲注（2）96頁は、何故に第三者の登記後に再び時効の新たな進行が
可能となるかが正に問題なのであり、昭和36年判決はこの点をこそ説示すべき
であったとする。
5 平成15年判決の占有者が、原所有者との関係で時効取得を援用し、登記を備
えた経緯の詳細については、岡本詔治「判批」民商131巻２号（2004年）326頁
を参照。
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ような場合に「起算点を後の時点にずらせて、再度、取得時効の完成を主張し、

これを援用することはできないものというべきである。」と判示した。

　平成15年判決については、学説の評価が分かれている。同判決を支持する学

説は、その理由として、いったん占有開始時を起算点とする時効取得を主張し

ながら、後に抵当権設定登記時を起算点とする時効取得を主張することは、取

得時効の起算点の任意選択を否定する最判昭和35年７月27日に反するとするも

のがある6。また、同判決の理由については、時効の起算点をずらすことができ

ないことを理由としているが、むしろ、時効完成後の第三者である抵当権者と

の関係で占有者は一種の対抗関係に立ち、占有者が抵当権付の所有権を時効取

得することになることを理由とすべきであるとの見解がある7。

　これに対し、同判決に批判的な学説からは、時効の援用と登記により所有者

に確定した者であっても、抵当権の負担のない所有権を主張するために取得時

効を援用することを否定すべき必然性は見出しがたいとの指摘8や、登記を備

えた者による時効の援用を否定すると登記を経ない者の方が有利にならないか

という疑問9が呈されている。

　平成15年判決は、時効完成後の第三者による登記後、引き続き時効に必要な

期間の占有を継続したとしても、再度の取得時効の援用が認められない場合が

あるという一つの限界を示したという意義を有する10。もっとも同判決が、最

初の時効の援用により確定的に土地の所有権を取得したことを前提として判示

していることからすると、その射程は、必ずしも時効が援用されていない場合

6 松尾弘 = 古積健三郎『物権・担保物権法〔第２版〕』（弘文堂、2005年）87頁。
平成15年判決の結論を支持する見解として、川井健「判批」NBL784号（2004年）
77頁、松久三四彦「判批」金法1716号（2004年）30頁、岡本・前掲注（5）320頁、
平林慶一「判批」判タ1184号（2005年）16頁、草野元己「判批」銀法21-642号（2005年）
83頁、尾島茂樹「判批」金沢法学47巻２号（2005年）123頁、久須本かおり「判
批」愛知大学法学部法経論集 167巻１号（2005年）１頁、岡田愛「判批」法時
77巻２号（2005年）112頁。
7 内田貴『民法Ⅲ［第３版］債権総論・担保物権』（東京大学出版会、2005年）475頁。
8 辻伸行「判批」判時1864号（2004年）119頁。
9 秦光昭「取得時効による抵当権の消滅」金法1704号（2004年）４頁。
10 平林・前掲注（6）17頁は、平成15年判決は、昭和36年判決の射程を具体化
するものであるとする。
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における再度の取得時効の成否について及ぶものではないと解される11。

　このように、再度の取得時効の成立を認めた昭和36年判決は、その理論的根

拠を示しておらず、また、平成15年判決の射程が、最初の取得時効が援用され

ていない場合に及ぶのかは明らかではない。そのため、これまでの判例では、

最初の取得時効が援用されていない場合に抵当権設定登記時を起算点とする再

度の取得時効が認められるのかについて、必ずしも明確ではなかった。

（2）本判決の理論構成

　このような状況のなか、本判決は、最初の取得時効が援用されていない本件

について、再度の取得時効を認めたものである。本判決は、判旨（1）において、

「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三

者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合におい

て、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要

な期間占有を継続したときは、…上記占有者は、上記不動産を時効取得し、そ

の結果、上記抵当権は消滅する」との判断を示した。その理由としては、（ア）

時効制度の趣旨からすれば、抵当権設定登記後においても長期間にわたる継続

的な占有を占有の態様に応じて保護すべきこと、（イ）昭和36年判決を参照し

た上で、抵当権設定登記時に占有者と抵当権者との間に権利の対立関係が生じ、

かかる事態が、「不動産が第三者に譲渡され、その登記がされた場合」に比肩

すること、また、昭和36年判決によれば、時効完成後に所有権を譲り受けた者

は時効取得により所有権を失うことがあるのに対し、本件のように抵当権の設

定を受けた者が権利を失わないとするのは不均衡であることが示されている。

　まず、長期間にわたる占有を法律関係の安定のために保護すべきとする理由

（ア）は、取得時効制度の起草者の考え12であり、その後の学説の支持すると

ころである13。本件のように、抵当権設定登記後も引き続き占有が継続された

11 吉岡伸一「判批」金法1745号（2005年）32頁。
12 梅謙次郎『民法要議巻之一』〈復刻版〉（有斐閣、1984年）369頁は、時効の
存在理由の一つとして公益を図ることをあげ、権利が永く不確定の状態にある
と「取引の安全を害し社会の経済に影響する」とする。
13 鳩山秀夫『法律行為乃至時效（註釋民法全書第二巻合本』（巖松堂書店、1912年）
589頁、柚木馨『判例民法総論下巻』（有斐閣、1952年）337頁、於保不二雄『民
法総則講義』（有信堂、1960年）286頁、我妻榮『新訂　民法総則（民法講義Ⅰ）』
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場合、その事実状態を保護することが法律関係の安定につながる。したがって、

（ア）は時効制度の趣旨に合致するものとして、妥当なものといえる。

　次に、本判決の理由（イ）は、再度の取得時効の成否を判断する基準を示す

ものとして重要な意義を有する。（イ）によれば、抵当権設定登記がされた時

から、占有者と抵当権者との間に、占有者は、抵当権が「実行されると自らの

所有権の取得自体を買受人に対抗することができ」ないという権利の対立関係

が生じ、かかる事態は、「不動産が第三者に譲渡され、その登記がされた場合」、

すなわち昭和36年判決のケースに比肩するとしている。昭和36年判決は、不動

産の譲受人が所有権移転登記をし、占有者が所有権を譲受人に対抗できないこ

とが確定した時を起算点として、再度の取得時効が認められると判示したもの

である。これに対し、本判決は、昭和36年判決のように占有者が所有権を対抗

できないと確定した時のみならず、第三者が取得した権利の登記をし、その権

利が実行されると占有者が所有権の取得を対抗できなくなる可能性が生ずる時

も再度の取得時効の起算点となる、という基準を明らかにした14。

　この基準によると、時効完成後、第三者が不動産上に用益物権や不動産賃借

権を取得し、その登記を備えたという場合には、占有者はなお、第三者に所有

権を対抗することができ、上記権利の対立関係が生じないことから、本判決の

射程は及ばないものと解される15。

　仮に、第三者がこれらの用益的権利を取得し、登記を備えた場合には再度の

取得時効は成立しないとすると、時効完成後、所有権移転登記がなされないう

ちに用益的権利を取得し登記した第三者は、取得時効により権利を失うことは

ないのに対し、所有権や抵当権等の担保物権を取得した者は、再度の取得時効

により権利を失いうることとなり、このような結論は不均衡であるようにも思

える。

　しかしながら、民法162条は「所有権を取得す」との規定どおり、あくまで

（岩波書店、1965年）431頁、内田貴『民法Ⅰ［第４版］総則・物権総論』（東京
大学出版会、2008年）312、383頁等。
14 このような可能性が生ずる場合として、第三者が抵当権の設定を受けた場合
のみならず、不動産先取特権や譲渡担保権を取得したケースがあげられる。な
お、不動産質権については、目的不動産の引渡しが効力要件となるため（民法
361条、344条）、そもそも占有者による占有継続が成り立たないと解されよう。
15 伊藤栄寿「判批」銀法21-747号（2012年）８頁。



判 例 研 究

［515］ 北法63（6・10）1638

所有権の帰属を確定するための条文であり、不動産上の物権その他の負担を消

滅させること自体を目的とするものではない。したがって、取得時効は所有権

の帰属について争いの生じうる場合に認められ、そのような争いの生ずる余地

のない用益的権利との関係では再度の時効取得が認められないとしても、不均

衡であると評価すべきではないだろう。

　ところで、本判決のように、抵当権設定登記時を起算点として再度の取得時

効を認めると、時効完成後、所有権の時効取得について未登記の占有者が保護

され、登記を備えた抵当権者が抵当権を失うこととなる。このように、未登記

の占有者を、長期間の占有によって、登記を備えた第三者に優先させることは、

民法177条の対抗要件主義と調和するのか。この点については、従来から、い

わゆる有効未登記型の二重譲渡ケースの争いにおいて指摘され議論が積み重ね

られてきたところである16。確かに、民法177条に照らすと、本件では、時効完

成後に登記を備えた抵当権者の保護に配慮することが必要である（この点は、

本論文３（3）において検討する）。しかし、わが国の取得時効制度は、民法

162条で定める態様の占有継続のみを成立要件としており、登記を成立要件と

していない。そのため、占有者が未登記であることを理由に、再度の取得時効

の成立そのものを否定することは相当でないと解される17。

16 判例は、有効未登記型の二重譲渡型のケース、すなわち、不動産の譲受人が
引渡しを受け占有を続けたが、未登記のうちに元の売主が第三者に二重譲渡し
登記を移転した場合にも、未登記の占有者による時効取得を認めている（最判
昭和41年11月22日民集20巻1901頁、最判昭和42年７月21日民集21巻６号1643頁
等）。このような判例に対して、学説からは、民法177条の大原則に正面から反
する結果になりはしないかとの指摘がなされてきた（山田卓生「取得時効と登
記」来栖三郎・加藤一郎編『民法学の現代的課題』（岩波書店、1972年）127頁以下、
星野英一「取得時効と登記」竹内昭夫編『現代商法学の課題（中）』（有斐閣、
1975年）844-845頁）。
17 前掲注（16）の学説も、未登記の第一譲受人による時効取得自体を否定する
ものではない。星野英一「時効に関する覚書‐その存在理由を中心として」同『民
法論集第４巻』（有斐閣、1978年）337頁は、二重譲渡型のケースについて、第
一譲受人は登記のない限り第二譲受人に対抗できないとするが、第二譲受人の
登記後10年または20年占有した場合には、第二譲受人に対し時効取得を主張し
うるという解決を提示している。
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（3）本判決と平成15年判決の関係

　本判決判旨（2）は、抵当権設定登記の日を起算点とする本件土地の取得時

効を認めている。一方、平成15年判決は、占有者が抵当権設定登記の日を起算

点とする取得時効を援用したのに対し、これを否定した。このように、占有者

による抵当権設定登記時を起算点とする取得時効の主張に対し、相反する結論

を示した本判決と平成15年判決の関係をどのように理解すべきだろうか。

　この点については、本判決と平成15年判決の事案の相違から、両判決は矛盾

するものではないとする見解がある18。たしかに、平成15年判決の事案は、抵

当権設定登記時を起算点とする取得時効が援用される前に、占有者が原所有者

との関係で時効を援用し、その登記を備えたというものであり、この点におい

て本件と異なる。

　しかし、この事案の相違が、抵当権設定登記時を起算点とする取得時効の援

用の可否を分ける決定的な理由になるとはいえないと考える。平成15年判決は、

時効の起算点を後の時点にずらすことはできないと判示していることから、占

有者が取得時効の援用をした場合には最初の時効のみを認め、その後時効に必

要な期間の占有を継続しても、二度目の時効は認めないという立場であると解

される。しかし、両事案における占有者は、時効取得に必要な期間の占有継続

を二度にわたり完成させ、また、不動産上の抵当権が実行されれば所有権の時

効取得を対抗できないという点において共通していることからすれば、最初の

時効を援用した場合であっても、本判決のように再度の取得時効の成立を認め

ることに、十分な合理性があるように思われる19。そのため、再度の取得時効

18 伊藤・前掲注（15）７-８頁は、平成15年判決では占有開始時を起算点とする
取得時効を援用しており、援用後に起算点をずらすことは不可能であるため、
再度の取得時効の援用ができない事案であり、この点で本判決と異なると分析
しており、両判決に矛盾はないとの見解であると解される。同趣旨と解される
見解として、矢田尚子「判批」日本不動産学会誌（2012年）114頁。
19 草野・前掲注（6）83頁は、いったん占有開始時を起算点とする時効取得を
援用し、その登記を備え、確定的に時効取得した者について、取得時効の援用
を否定すべき明確な論拠は見出しがたいと指摘する。このほかに、吉田邦彦『所
有法（物権法）・担保物権法講義録』（信山社、2010年）60頁は、平成15年判決
について、「本判決は、既に時効の援用・登記があったかどうかで区別するが、
余り合理的とは思われない。」と指摘する。
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の援用前に、占有者が最初の時効の援用と登記を行ったか否かという事案の相

違をもって、直ちに両判決の結論の違いを説明することはできず、両判決に整

合性があるとまではいえないであろう。

　では、今後、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効が援用された

場合、どのように解決すべきか。

　私見としては、平成15年判決のケースについても、本判決と統一的に解決す

べきであると考える。すなわち、平成15年判決のケースにおいても、時効完成

後に第三者が抵当権設定登記を経由し、その抵当権が実行されると、占有者は

所有権の取得を対抗できなくなることから、抵当権設定登記時を起算点とする

再度の取得時効が認められるものと解すべきである。

　このように解することにより、民法177条の定める対抗要件主義との関係で

妥当な結論を導くことができる。すなわち、平成15年判決によれば、最初の時

効を援用し、その登記を備えた占有者には、再度の取得時効の援用が認められ

ないが、本判決によると、時効の援用と登記をしないまま、抵当権設定登記後

も引き続き占有を継続した者は、再度の取得時効で保護されることとなる。時

効完成後に、第三者が抵当権設定登記を備えた場合でも、占有者は所有権の時

効取得による登記を備えることは可能であるところ（昭和36年判決の時効取得

者が所有権移転登記を経由できないのと異なる）、登記を備えれば時効により

保護されず、未登記のままでいれば保護されるという結論は、登記を備えるイ

ンセンティブを奪うこととなる。このような結論は、177条の趣旨に照らし、

望ましいとはいえないだろう。平成15年判決の事案のように時効の援用がなさ

れたケースについても、本判決の射程が及ぶと解することにより、登記をした

者が保護されないという問題を回避するのが妥当であると考える。

３　再度の取得時効による抵当権の消滅

　所有権の取得時効が成立する場合、不動産上の抵当権は消滅するのか。本判

決は、再度の取得時効の成立を認め、「その結果、抵当権が消滅した」とする。

（1）これまでの議論

　民法397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得

時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅

する。」と規定する。これまでの裁判では、同条が適用されるには、抵当権の
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存在を容認しないで占有したことを要するかが争われてきた。この点を判示し

た代表的な判例として、大判大正９年７月16日民録第26輯1108頁（以下、「大

正９年判決」という。）と大判昭和13年２月12日判決全集５輯259頁（以下、「昭

和13年判決」という。）がある。

　大正９年判決は、道路敷として編入した土地を未登記のまま占有していた国

に対し、同土地上の抵当権の実行による競落人が所有権確認を求めた事案であ

る。国が10年の取得時効を援用したところ、大審院は、その援用を認め、民法

397条に基づいて土地上の抵当権が消滅するとした（なお、裁判所の認定事実

からは明らかでないが、競落人が当事者に争いない事実として主張する内容に

よれば、消滅が認められた抵当権は、国の占有開始後に設定されたもののよう

である）。同判決は、いかなる範囲の所有権を時効取得すべきかは、その所有

権取得の前提たる占有の範囲によって決定されるものであり、「第三者の権利

を認め、制限的に不動産を占有した」ときは、「第三者の権利付着のまま制限

的所有権を取得する」に過ぎないと判示した。同判決は、占有者が抵当権の存

在を容認していた場合には、民法397条は適用されず、したがって抵当権が消

滅しないことを判示したものと解される。

　昭和13年判決は、上記判例と趣旨を同じくするものといえるが、より明確な

規範を示している。同判決の事案は、抵当不動産を買い受け、未登記のまま占

有を継続した第三取得者が、時効取得を理由に抵当権設定登記の抹消を求めた

というものである。同判決は、民法397条について、債務者又は抵当権設定者

以外の者が、抵当不動産につき「何等抵当権の如き物上負担なきものとして」

取得時効に必要な条件を具備した占有を継続した場合に抵当権が時効により消

滅することを規定したものであるとする。そのうえで、占有者が「抵当権の存

在を承認して」占有する場合には、抵当権を消滅させて占有者を保護する必要

がないとした。そして、同事案における抵当不動産の第三取得者については、

不動産の買受け当時に抵当権が設定され、その登記のあることを「了知」し、

かつ、抵当権の存在を「承認」していたと認められるので、397条は適用されず、

抵当権は消滅しないとした。

　このように、これまでの判例は、占有者が、不動産上に抵当権が設定され、

その登記のあることを了知し、かつ、その存在を容認して占有していたと認め

られる場合には、民法397条は適用されず、不動産上の抵当権は消滅しないと
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の規範を示すものといえる20。一方で、それ以外の場合に同条が適用されるか

については、明示的な判断は示されていないため、常に同条が適用されると解

するか、あるいは、同条の適用には、抵当権を否定（あるいは排除）して占有

したと認められることが必要であると解する余地がある21。

　民法397条の意義について、学説は大きく二つに分かれている。通説的な見

解は、わが国の民法の時効制度では不動産の占有だけを基礎として所有権が与

えられることとなっており、しかもそれは原始取得である（大判大正７年３月

２日民録24輯423頁）から、時効取得により新たな権利が与えられ、その反射

的効果として従前の所有権も、またその上についていた登記簿上の制限もすべ

て消滅することとなる。それゆえ同条は、抵当不動産の取得時効によりその上

にあった抵当権が消滅するという当然の理を明示したに過ぎず、同条の意義は

債務者および抵当権設定者を同条の適用から除外した点にあるとする（以下、

「反射的効果説」という。）22。同説の中でも、占有者が抵当権の存在を容認して

20 なお、昭和13年判決と同じく抵当不動産の第三取得者による不動産の時効取
得が争われた最判昭和43年12月24日判決民集22巻13号3366頁も、占有者が抵当
権の存在を承認していたか否かが問題となりうる事案であったが、同判決では、
この点が直接の争点とされなかった。横山長「判批」『最高裁判所判例解説・
民事篇　昭和43年度』（法曹会、1973年）1388頁は、同判決について、占有者
が抵当権の存在を容認していると認められる場合には時効による抵当権の消滅
を主張することはできない、という従来の判例法理を変更したものと解すべき
ではないとする。
21 この点について、石田文次郎『担保物権法（下）』（日本評論社、1941年）329頁は、
抵当権を認容した占有をすれば、抵当権の付着した所有権を取得し、それを否
認した占有なら完全なる所有権を取得するとしている。これに対し、遠藤浩「取
得時効における占有の態様」『私法学の新たな展開』（有斐閣、1975年）179-180
頁は、抵当権が価値権であるが故に、それを排斥する占有ということは考えら
れないとし、占有態様－抵当権を認容しての占有かどうか－と関係なく、取得
時効の要件をみたす占有の継続によって、抵当権は常に消滅する（民法397条）
とする。
22 我妻・前掲注（13）481頁、同『新訂　担保物権法（民法講義Ⅲ）』（岩波書
店、1936年）423頁、柚木馨・高木多喜男編『注釈民法（9）物権（4）』（有斐閣、
1965年）234頁〔袖木馨・小脇一海〕、柚木馨・高木多喜男編『新版　注釈民法（9）
物権（4）』（有斐閣、1998年）658頁〔袖木馨・小脇一海〕。
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いたときには、抵当権は消滅しないとの見解が有力とされる23。

　これに対し、民法397条は、抵当権の消滅時効の特則であるとする見解がある。

同見解によれば、民法397条の沿革に忠実に解すると、同条は、債務者および

抵当権設定者以外の者が「取得時効に必要な要件を具備する占有をしたとき」

に、抵当権が被担保債権と独立して消滅することを定めたものであるとされ

る24。

（2）本判決の理論構成

　では本件のように、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効が認め

られる場合、不動産上の抵当権は消滅するのか。

　この点について、判旨（1）は、占有者が抵当権の存在を容認していたなど

抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者は不動産を時効取得し、

その結果、抵当権は消滅すると判示した。

　本判決は、再度の取得時効という場面において不動産上の抵当権が消滅する

かを判断した初めての最高裁判決である。本判決は、上記特段の事情がない限

り、原則として再度の取得時効により不動産上の抵当権が消滅することを明ら

かにした。前述のとおり、取得時効と抵当権の消滅に関するこれまでの判例は、

抵当権の存在を容認した占有であると認められない場合であっても、より明確

に抵当権を否定した占有でなければ抵当権は消滅しないと解する余地があっ

た。これに対し、本判決は、占有者が抵当権の存在を容認していたと認められ

ない限りは、時効により抵当権が消滅することを明らかにしており、抵当権を

否定した占有であるかを問わないものと解される。

　ところで、本判決が、占有者による時効取得の結果として抵当権は消滅する

としていることに関しては、民法397条の解釈について反射的効果説の立場を

とったものと評価する見解がある25。本判決の補足意見も、同判決部分につい

23 柚木・高木編・前掲注（22）『注釈民法（9）物権（4）』234頁、同編・前掲注（22）
『新版　注釈民法（9）物権（4）』658頁。

24 来栖三郎「判批」『判例民事法昭和15年度』（有斐閣、1942年）306頁、星野英一『民
法概論Ⅱ』（良書普及会、1976年）293頁、道垣内弘人『担保物権法〔第三版〕』

（有斐閣、2008年）230頁、内田・前掲注（7）474頁。
25 伊藤栄寿・前掲注（15）７頁。
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て、「従来の一般的理解に沿うものであ」るとしており、ここでいう一般的理

解とは、通説的見解である反射的効果説を指すものと推測される。

　本判決は、民法397条の解釈として、所有権の時効取得の効果がいわゆる原

始取得であり、その反射的効果として抵当権が消滅することを定めたものであ

ると明示していないため、本判決のいう時効取得の「結果」という文言から直

ちに反射的効果説に立つものと断定することはできないように思われる。ただ、

本判決の理論構成は、原則として不動産の時効取得による抵当権の消滅を認め

るが、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの事情がある場合には抵当権

が消滅しないとするものであり、反射的効果説の示す判断枠組みと共通すると

いうことができる。

　このような本判決の理論構成に対し、補足意見は、別の理論による解決を提

示している。補足意見は、本件のように時効完成後に原所有者が第三者のため

に抵当権を設定したとしても、そのことにより占有者が確定的に所有権を失う

ことはなく、したがって最初の取得時効が完成している状態が変わるものでは

ない。それにもかかわらず、抵当権が消滅する理由として再び取得時効の完成

を認めることは技巧的かつ不自然であると主張する。そのうえで、本件の解決

としては、民法397条の規定から、「取得時効期間占有が継続されたこと自体」

により抵当権が消滅すると解することが可能であるとする26。

　補足意見は、抵当権が消滅する理由として、再度の取得時効の完成を認める

ことに否定的である。そして、抵当権の消滅は、時効取得に必要な期間の占有

継続自体により生ずるとしていることから、理論的には、その消滅を主張する

ために、原所有者に対する取得時効の援用を必要としないものと解される。し

かし、このような主張を認めると、取得時効を援用しておらず不動産について

法律上の権利を何等有しない占有者が抵当権の消滅を主張しうるという事態を

招くのではないだろうか。この点、本判決は、取得時効により所有権を取得し

た者に抵当権消滅の主張を認めるものであることから、上記のような事態が生

26 松尾弘「判批」法セミ694号（2012年）130頁は、補足意見に従った再構成の
余地を認めながらも、別の見解を示している。同見解は、昭和36年判決及び最
判昭和35年７月27日民集14巻10号1871頁に照らせば、X が、Y の抵当権設定登
記時から取得時効に必要な期間占有を継続すれば、占有開始日を起算点とする
取得時効を登記なしに主張できるとの理論構成を提示している。
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じることにはならず、妥当な解決を導くものとして評価できる。

（3）抵当権者による抵当権の消滅を防ぐ手段の必要性

　本判決の補足意見は、登記を備えた抵当権者が、「本来の権利保全の仕組み

からすれば自らにその権利を対抗できない者との関係」で、防止手段がないま

ま抵当権の消滅を甘受せざるを得ないのは不均衡であるという理由で、抵当権

者には、「抵当権の実行以外に、占有者に抵当権を容認させる手段など、取得

時効期間の経過による抵当権の消滅を防止する何らかの法的な手段があるこ

と」が必要だと指摘する27。

　ここでいう「本来の権利保全の仕組み」とは、判旨（1）の冒頭で述べられ

ている、時効完成後において抵当権者が占有者よりも先に登記を備えれば抵当

権を対抗できるという対抗関係を指すものと解される。本判決は、このような

対抗関係のもとで、抵当権者が先に登記を備えたとしても、その後の占有継続

により再び取得時効が完成すれば、抵当権が消滅すると判示している。そのた

め、補足意見の指摘するとおり、抵当権者にとっては、抵当権設定登記を備え

た後もなお、その消滅を防ぐためにどのような手段をとりうるかが重要な意味

を有するものといえる。

　本判決は、占有者が抵当権の存在を容認していた場合のみならず、他にも「抵

当権の消滅を妨げる特段の事情」があれば抵当権の消滅を阻止しうると示して

いる。ここでいう特段の事情が具体的にどのような内容であるのかについては、

本判決からは明らかではない。ただ、判旨（2）は、X が、本件抵当権が設定

されその旨の抵当権設定登記がされたことを知らないまま本件土地の占有を継

続しており、本件抵当権の存在を容認していたなどの特段の事情はうかがわれ

ないと判示しており、抵当権の消滅を防ぐためには、少なくとも、再度の取得

時効が完成する前に抵当権設定登記の存在を占有者に知らせる必要があること

が明らかになった。この判断は、本件のように、占有開始後に抵当権の設定が

なされ、占有者が抵当権の存在を認識していないという実態に即したものとい

27 香川崇「重要判例でみる時効」月報司法書士486号（2012年）16頁は、本判
決補足意見のいう「所有権の取得時効による抵当権の消滅を防止する手段」と
は、民法166条２項但書の定める承認請求権であり、抵当権者はこれを行使し
て所有権の取得時効の中断を図るべきであるとする。
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える。

　残された課題としては、どのような場合に、「抵当権の存在を容認していた

など抵当権の消滅を妨げる特段の事情」が認められるかという点が重要であろ

う。

　まず、抵当権者からの通知等により占有者が抵当権設定登記の存在を認識し

たものの、抵当権の主張がなされていないため異議を唱えずに放置した場合に

は、占有者が抵当権を容認したと認めるべきではないだろう。抵当権の存在を

知ることと、その存在を容認することは必ずしも同一ではなく、昭和13年判決

においても、抵当権設定登記の「了知」と抵当権の存在の「承認」は区別され

ている。そもそも、占有者が、占有継続中に抵当権について悪意になっても取

得時効は成立するのであり28、この場合に抵当権が消滅するかは、なお、上記

特段の事情が認められるかを基準として検討を要する問題となるからである。

　つぎに、占有者が、抵当権の存在について異議を唱えた場合は、通常、抵当

権を容認したとは認められない。ただし、占有者がどのような内容の主張をす

れば、正当な異議と認められるのかという問題は残るであろう。

　この点に関連し、平成15年判決の事案を対象として、同事案の占有者が最初

の時効を援用し所有権移転登記を経由したことをもって、占有者が抵当権の存

在を容認したと評価するものがある29。たしかに、同事案の占有者が時効を援

用し、その登記を備えた時点では、既に抵当権設定登記が存在するため、占有

者はその存在を認識していたものと考えられる。しかし、この事案において占

有者が最初の時効を援用するに至るまでには、原所有者から所有権に基づく土

地の明け渡し等を求められたために、原所有者との関係で所有権の取得時効を

援用せざるを得なかったという経緯がある。このような事情からすると、占有

者としては、原所有者との所有権を巡る紛争の中で、所有権が自己に帰属する

ことを主張したものであり、紛争の対象外である抵当権について、これを容認

していたとは認められないというべきである。

　さらに、占有者が抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる

28 最判昭和43年12月24日判決民集22巻13号3366頁は、自己に所有権があるもの
と信じて占有していれば、物件に対し抵当権が設定されていることを知る場合
でも、民法162条２項でいう善意であったと認められるとする。
29 黒田直行「判批」JA 金法496号（2012年）53頁。
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特段の事情が認められる場合、占有者と抵当権者との法律関係は、どのような

ものになるのかという課題も残されている。このような特段の事情が認められ

る場合には、その後取得時効により抵当権が消滅することはないと確定すると

解するか、あるいは、「承認」（民法147条3号）がなされたものとして時効が中

断し、再び取得時効が進行すると解することが考えられる。この点をどのよう

に解するかについては、時効制度の趣旨に立ち返った検討が必要であろう。

【付記】本判決の論文・評釈として、河津博史「判批」銀法21-746号（2012年）

59頁、伊藤栄寿「判批」銀法21-747号（2012年）４頁、黒田直行「判批」JA

金法496号（2012年）50頁、香川崇「重要判例でみる時効」月報司法書士486号

（2012年）12頁、椙村寛道「判批」NBL985号（2012年）92頁、矢田尚子「判批」

日本不動産学会誌（2012年）114頁、松尾弘「判批」法セミ694号（2012年）

130頁、大久保邦彦「判批」民商146巻６号（2012年）563頁、鳥生尚美「判解」

法セミ697号（2013年）14頁がある。




