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●本になされた訂正・変更箇所 
 

 

【１刷から２刷】（２０１０年７月１日更新） 

 

３１８頁 

右欄下から４行目「９章２節１」を「９章２節２」に訂正する。 

 

３２０頁 

右欄４行目「９章２節３」を「９章２節２」に訂正する。 

 

３２３頁 

右欄下から３行目「９章２節１」を「９章２節２」に訂正する。 

 

３２５頁 

右欄４行目「７章３節４」を「７章５節１」に訂正する。 
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【２刷から３刷】（２０１１年６月１日更新） 

 

１２４頁 

９行目「他の土地の通行権である」を「他の土地の通行権であるのとは異なる」に訂正する。 
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【４刷から５刷】（２０１３年４月１５日更新） 

 

１２３頁 

「２永小作権の効力」の１行目 「278 条１項」を「民法 278 条１項」に訂正する。 

下から３～２行目 「（274 条、275 条）」を「（民 274 条、275 条）」に訂正する。 

 

１４４頁 

下から 12 行目 「371 条１項」を「改正前 371 条１項」に訂正する。 

 

１６５頁 

下から２行目 「平成 16 年改正前の 388 条」を「平成 16 年改正前の民法 388 条」に訂正する。 

 

１８０頁 

下から４行目 「買受希望者が得にくく」を「買受希望者を得にくく」に訂正する。 

 

１９０頁 

下から３行目 「することをいう。」を「することをいう（376 条１項前段）。」に訂正する。 

 

２５８頁 

16 行目 「第三者に対する対抗案件」を「第三者に対する対抗要件」に訂正する。 

 

２６７頁 

最終行 「受任すべき立場」を「受忍すべき立場」に訂正する。 
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【６刷から７刷】（２０１５年５月２８日更新） 

 

ⅩⅩⅤ頁 

第７章抵当権３．３【１】 「従物（87 条１項）」を「従物」に訂正する。 

 

５０頁 

下から２行目 「もっと、より広く」の「もっと、」を削除する。 

 

１２１頁 

下から３行目 「択一的知識の確認」を「択一知識の確認」に訂正する。 

 

１４５頁 

１０行目 「（87 条１項）」を削除する。 

１１～１２行目 「従物が含まれる」を「従物（87 条１項）が含まれる」に訂正する。 

 

２０２頁 

６行目 「398 条の２第１項２項」を「398 条の２第１項、２項」に訂正する。 
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【７刷から８刷】（２０１７年４月１１日更新） 

 

１１３頁 

１１行目 「区分所有 24 条は」を「建物の区分所有等に関する法律 24 条は」に訂正する。 

 

３０２頁 

●問題提起の１行目 「無権限」を「無権原」に訂正する。 
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【10刷から 11刷】（２０２２年２月２５日更新） 

 

ⅩⅩⅤ頁 

下から３行目、２行目 「短期賃貸借」の次に「保護制度」を挿入する。 

最終行 「短期賃貸借」の次に「保護」を挿入する。 

 

１２４頁 

表の上から２段目、左から２段目の２行目 「を利用する権利」の次に「（280 本文）」を挿入する。 

 

１３９頁 

下から 14 行目 「第三」の前に「流用前の」を挿入する。 

 

１４２頁 

７行目 「370 条本文で「不動産に付加して」を「370 条本文で「不動産……に付加して」に訂正する。 

 

１５０頁 

９行目 「てのみ抵当権の効力が及ばなくなる」を「てのみ抵当権を主張できなくなる」に訂正する。 

 

１７８頁 

10 行目、11 行目 「短期賃貸借」の次に「保護制度」を挿入する。 

12 行目 「短期賃貸借」の次に「保護」を挿入する。 

15 行目 「短期賃貸借の制度」を「短期賃貸借保護制度」に訂正する。 

 

１８０頁 

２行目、４行目 「短期賃貸借」の次に「保護」を挿入する。 

３行目 「短期賃貸借」の次に「保護制度」を挿入する。 

 

２０９頁 

22 行目 「この際には根抵当設定者」を「この際には根抵当権設定者」に訂正する。 

 

２７０頁 

図 11-8 の下４～５行目 「譲渡担保設定者には、」を「譲渡担保権設定者には、」に訂正する。 

 

３４４頁 

右段下から６行目、５行目 「短期賃貸借」の次に「保護制度」を挿入する。 

右段下から３行目 「短期賃貸借」の次に「保護」を挿入する。 

 

３４９頁 

右段下から 21 行目 「短期賃貸借」の次に「保護制度」を挿入する。 
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●ＨＰ上のみによる訂正・変更箇所 

 

 
【２０１０年７月１日更新】 

 

１０７頁 ２番目の重要判例の表題 

「裁判所ウェブサイト」を「〔平 21 重判・民法８事件〕」に変更する。 

 

１４５頁  

８行目の下に、以下を追加する。 

 

★重要判例（最判平成 21年７月３日〔平 21重判・民法４事件〕） 

「担保不動産収益執行の趣旨及び管理人の権限にかんがみると、管理人が取得するのは、賃料

債権等の担保不動産の収益に係る給付を求める権利（以下「賃料債権等」という。）自体ではな

く、その権利を行使する権限にとどまり、賃料債権等は、担保不動産収益執行の開始決定が効力

を生じた後も、所有者に帰属しているものと解するのが相当であり、このことは、担保不動産収

益執行の開始決定が効力を生じた後に弁済期の到来する賃料債権等についても変わるところは

ない。 

そうすると、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後も、担保不動産の所有者は賃料

債権等を受働債権とする相殺の意思表示を受領する資格を失うものではないというべきである

から……、本件において、本件建物の共有持分権者であり賃貸人であるＡは、本件開始決定の効

力が生じた後も、本件賃料債権の債権者として本件相殺の意思表示を受領する資格を有していた

というべきである」。 

「被担保債権について不履行があったときは抵当権の効力は担保不動産の収益に及ぶが、その

ことは抵当権設定登記によって公示されていると解される。そうすると、賃借人が抵当権設定登

記の前に取得した賃貸人に対する債権については、賃料債権と相殺することに対する賃借人の期

待が抵当権の効力に優先して保護されるべきであるから……、担保不動産の賃借人は、抵当権に

基づく担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても、抵当権設定登記の前に取得

した賃貸人に対する債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗

することができるというべきである」。 

【争点】①担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属。 

②抵当不動産の賃借人が、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に、抵当権

設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とす

る相殺をもって管理人に対抗することの可否。 

【結論】①担保不動産収益執行の管理人は担保不動産の収益に係る給付を求める権利を行使する

権限を取得するにとどまり、同権利自体は、担保不動産収益執行の開始決定の効力が

生じた後に弁済期の到来するものであっても、所有者に帰属する。 

②抵当不動産の賃借人は、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後においても、

抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債

権とする相殺をもって管理人に対抗することができる。 

 

 

２８３頁 

下から３行目「裁判所ウェブサイト」を「〔平 21 重判・民法５事件〕」に変更する。 

 

３５６頁 

下から２行目「裁判所ウェブサイト」を「〔平 21 重判・民法８事件〕」に変更する。 

最終行「裁判所ウェブサイト」を「〔平 21 重判・民法５事件〕」に変更する。 

最終行の下に「最判平 21･7･3〔平 21 重判・民法 4 事件〕……145」を挿入する。 
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【２０１４年６月１１日更新】 

 

２８頁 

下から３行目の上に、以下を追加する。 

 

３９頁  

６行目～２７行目を以下に差し替える。 

「ところで、前述した＜判例の５つの命題＞は所有権対所有権型を想定したものであったが、近時の判

例において、所有権対抵当権型の紛争類型について命題⑤が妥当するかが問題となった。 

この点について判例（平成 24 年判決）は、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、その期間の経過

後に取得時効を授用したときは、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かぎり、上記占有者が、上記不動産を時効取得する結果、上記抵当権は消滅すると判

示し、所有権の取得時効が完成した後に第三者が目的不動産を譲り受けた場合に関する判例の命題⑤が、

取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた者との関係にも妥当することを明らかにした。 

★重要判例（最判平成 22 年 12 月 16 日〔平 23 重判・民法４事件〕） 

「不動産の所有権が、元の所有者から中間者に、次いで中間者から現在の所有者に、順次移転したに

もかかわらず、登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において、現在の所有者が元の所有者

に対し、元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続

を請求することは、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照ら

し、許されないものというべきである」。 

【争点】真正な登記名義の回復を原因とする中間省略登記請求は許されるか。 

【結論】許されない。 

★重要判例（最判平成 24 年３月 16 日〔平 24 重判・民法 3 事件〕） 

「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。 

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 
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なお、平成 24 年判決は、抵当権が消滅しない特段の事情の例として、「占有者が上記抵当権の存在を容

認していた」ことをあげているが、これは、取得時効によって取得される所有権の内容はその基礎となる

占有の態様によって決定されるという従来の判例を踏襲したものにすぎない。 

この点に関連して、以下のような事案における判例（平成 15 年判決）がある。すなわち、ある土地につ

いて所有権の取得時効が完成した後に、目的不動産について第三者へ抵当権が設定され、その登記も具備

されてしまったが、時効取得者はいったん取得時効を援用して目的不動産について自己への所有権移転登

記をした。ところがその後、取得時効者は、第三者への抵当権設定登記からなお 10 年占有を継続したこと

により再度の取得時効が完成したとして、抵当権設定登記の抹消を求めた。平成 15 年判決は、取得時効者

は「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のであるから、この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」と判示した。前に述

べた平成 24 年判決の第一審と原審は、平成 15 年判決は一度時効の援用をしておきながら、後にまた別時

点を起算時点とする時効の援用をするのは許されない旨を明らかにしたにすぎず、その射程は平成 24 年判

決の事案には及ばないと判断している。すなわち、平成 15 年判決は、時効を争う者の抵当権設定後に、時

効を援用する占有者により最初の時効援用がなされ移転登記が了された後、再度の時効援用がなされた、

という特異な事案に関わるものであることに注意してほしい。」 

 

上記差し替え文中、３行目の「判例（平成 24 年判決）」の右欄として「→最判平成 24 年３月 16 日（後出

重要判例）」を挿入する。 

上記差し替え文中、８行目の「判例の命題⑤」の右欄として「→最判昭和 36 年 7 月 20 日（前出）」を挿

入する。 

上記差し替え文中、★重要判例の囲みの下３行目の「従来の判例」の右欄として「→大判大正９年７月 16

日民録 26 輯 1108 頁」を挿入する。 

上記差し替え文中、★重要判例の囲みの下４行目の「（平成 15 年判決）」の右欄として「→最判平成 15 年

10 月 31 日（後出重要判例）」を挿入する。 

 

４０頁 

５行目の下に、以下を追加する。 

 「また、不動産賃借権の時効取得と抵当権との関係において命題⑤が妥当するかが争われた判例がある。

判例は、この場合には、命題⑤がただちには妥当しない旨判示した。賃借権の時効取得者と抵当権者とは

当事者に準ずる関係にあるとはいえず、賃借権の時効取得者は、抵当権者および買受人に対して、対抗要

件なしに賃借権を主張できないためであると考えられる。」 

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」。 

【争点】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ける、再度の取得時効の完成と上記

抵当権の消長。 

【結論】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、その期間の経過後に取得

時効を授用したときは、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かぎり、上記占有者が、上記不動産を時効取得する結果、上記抵当

権は消滅する。 
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上記挿入文中、１行目の「判例」の右欄として「→最判平成 23 年１月 21 日（後出重要判例）」を挿入す

る。 

 

１２７頁 

下から８行目の上に、以下を追加する。 

★重要判例（最判平成 23 年１月 21 日〔平 23 重判・民法５事件〕） 

「抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は、当該抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備

しなければ、当該抵当権を消滅させる競売や公売により目的不動産を買い受けた者に対し、賃借権を対

抗することができないのが原則である。このことは、抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃

借権を時効により取得した者があったとしても、異なるところはないというべきである。したがって、

不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてそ

の旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動

産を継続的に用益したとしても、競売又は公売により当該不動産を買受けた者に対し、賃借権を時効に

より取得したと主張して、これを対抗することはできないことは明らかである」。 

「所論引用の上記判例〔最判昭和 36 年７月 20 日民集 15 巻７号 1903 頁〕は、不動産の取得の登記

をした者と上記登記後に当該不動産を時効取得に要する期間占有を継続した者との間における相容れ

ない権利の得喪にかかわるものであり、そのような関係にない抵当権者と賃借権者との間の関係に係る

本件とは事案を異にする」。 

【争点】抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者は、賃借権の時効取得 

を、当該不動産の買受人に対抗することができるか。 

【結論】原則として、抵当権設定登記に先立って賃借権の対抗要件を具備しなければ対抗できない。 

★重要判例（最判平成 25 年２月 26 日〔平 25 重判・民法４事件〕） 

「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位の抵当権の設定

時に、既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使

用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、上記抵

当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、特段の事情が

ない限り、登記がなくとも、通行地役権は上記の売却によっては消滅せず、通行地役権者は、買受人

に対し、当該通行地役権を主張することができると解するのが相当である。上記の場合、抵当権者は、

抵当権の設定時において、抵当権の設定を受けた土地につき要役地の所有者が通行地役権その他の何

らかの通行権を有していることを容易に推認することができる上に、要役地の所有者に照会するなど

して通行権の有無、内容を容易に調査することができる。これらのことに照らすと、上記の場合には、

特段の事情がない限り、抵当権者が通行地役権者に対して地役権設定登記の欠缺を主張することは信

義に反するものであって、抵当権者は地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する

第三者に当たらず、通行地役権者は、抵当権者に対して、登記なくして通行地役権を対抗することが

できると解するのが相当であり（最高裁平成９年（オ）第 966 号同 10 年２月 13 日第二小法廷判決・

民集 52 巻１号 65 頁参照）、担保不動産競売により承役地が売却されたとしても、通行地役権は消滅

しない」。 

【争点】通行地役権者は、地役権設定登記がなくとも、承役地の担保不動産競売による買受人に対し、 

通行地役権を主張することができるか。 

【結論】通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位の抵当権の 

設定時に、すでに設定されている通行地役権にかかる承役地が要役地の所有者によって継続

的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明

らかであり、かつ、上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたかまたは認識すること

が可能であったときは、通行地役権者は、特段の事情がないかぎり、登記がなくとも、買受

人に対し、当該通行地役権を主張することができる。 
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２７１頁 

１１行目の下に、以下を追加する。 

 「また、集合動産譲渡担保に基づく物上代位は認められるかが問題となる。この点に関して、近時、重要

な判例が出ている。」 

 

上記挿入文中「重要な判例」の右欄として、「→最判平成 22 年 12 月２日（後出重要判例）」を挿入する。 

 

２７２頁 

８行目の下に、以下を追加する。 

  

★重要判例（最判平成 22 年 12 月２日〔平 23 重判・民法６事件〕） 

「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権は、譲渡担保権者において譲渡担保の

目的である集合動産を構成するに至った動産(以下『目的動産』という。）の価値を担保として把握する

ものであるから、その効力は、目的動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定

者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶと解するのが相当である。もっとも、構成部分の

変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保契約は、譲渡担保権設定者が目的動産を販売して営業を

継続することを前提とするものであるから、譲渡担保権設定者が通常の営業を継続している場合には、

目的動産の滅失により上記請求権が発生したとしても、これに対して直ちに物上代位権を行使すること

ができる旨が合意されているなどの特段の事情がない限り、譲渡担保権者が当該請求権に対して物上代

位権を行使することは許されないというべきである。 

 上記事実関係によれば、Ｘが本件共済金請求権の差押えを申し立てた時点においては、Ｙは目的動産

である本件養殖施設及び本件養殖施設内の養殖魚を用いた営業を廃止し、これらに対する譲渡担保権が

実行されていたというのであって、Ｙにおいて本件譲渡担保権の目的動産を用いた営業を継続する余地

はなかったというべきであるから、Ｘが、本件共済金請求権に対して物上代位権を行使することができ

ることは明らかである」。 

【争点】①集合動産譲渡担保権の目的物が滅失した場合、その効力は、それにかかる損害保険金請求権 

に及ぶか。 

②集合動産譲渡担保における譲渡担保権者は、どのような場合に、損害保険金請求権に対して 

物上代位権を行使できるか。 

    ③本件で、Ｘは物上代位権を行使できるか。 

【結論】①譲渡担保権の効力は、損害保険金請求権に及ぶ。 

②譲渡担保権設定者が通常の営業を継続している場合には、特段の事情がないかぎり、物上代 

位権を行使できない。 

③Ｙにおいて目的動産を用いた営業を継続する余地はなかったため、Ｘは物上代位権を行使で 

きる。 
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【２０１５年５月２８日更新】 

 

１２３頁 

４行目（１の最終行） 「農地 18 条１項」を「農地 16 条１項」に訂正する。 

 


