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【前注】�　本稿は、関西大学法学研究所「相続と取引をめぐる変容」研究班

2019（令和元）年 12 月 14 日（土）研究会における筆者の報告に加筆・

修正を加えたものである。
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Ⅰ　序論――民法 899 条の２をめぐる議論の現状

考察を開始するに際して、2018（平成30）年７月民法（相続関係）改正（平成30年

７月13日法律第72号）で新設された899条の２の条文を、参照の便宜のために掲記し

ておく。

（共同相続における権利の承継の対抗要件）

第899条の２　　相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにか

かわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分に

ついては、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す

ることができない。

２�　前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算

定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺

言の内容（遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係

る遺産の分割の内容）を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、

共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適

用する。

１　対抗要件論からのアプローチ

（１）　潮見佳男

一方、同条の立法趣旨および内容に関しては、さしあたり潮見佳男の説明を引用

しておこう
（１）

。

今回改正では、被相続人の意思による権利の承継と第三者との関係につき、遺贈、

特定財産承継遺言、相続分の指定、遺産分割につき、対抗構成を採用することで統一

的に捉える考え方が採用された（改正民法899条の２。これと相容れない判例法理が

否定されることとなった）33）。

33）�　改正前民法下の判例は、特定財産承継遺言（最〔２小〕判平成14・６・10〔家

月55巻１号77頁・〕判時1791号59頁〔・判タ1102号158頁〕）と相続分の指定（最〔２

189（87－1－189）

（１）�　潮見佳男「相続法改正による相続制度の変容（特集：相続法改正と相続制度の転換（１））」
民商法雑誌155巻１号（2019年）25頁。
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小〕判平成５・７・19〔家月46巻５号23頁・〕判時1525号61頁〔・判タ875号93頁〕）

については、対抗構成ではなく、無権利構成を採用していたが、これらの判例は、

立法により否定されることとなった。

上記説明は、新設899条の２の制度趣旨・内容を、もっぱら対抗要件主義の適用

の側面から論じたものである。すなわち――、

①�　まず大前提として、899条の２は、対抗要件主義の構造理解（二重譲渡の法的構

成）につき、従来の判例が採用する「無権利構成」と「対抗構成」の振り分け論

に立脚している。

②�　899条の２を新設した趣旨は、旧法下にいわゆる「相続させる」旨の遺言（遺

産分割方法の指定＝新法の用語では「特定財産承継遺言」。改正1014条２項括弧書き）

と相続分の指定につき、無権利構成をとる旧法下の判例理論を対抗構成に改める

意図に出たものである。

③�　特定財産承継遺言と相続分指定遺言に対抗要件主義を適用することを正当化さ

せる理由は、それが「意思による」権利の承継だからである（これに対して意思

によらない権利の承継である「次条及び第901条の規定により算定した相続分」（＝法定

相続分）については、対抗要件主義は適用しない）。

④�　もっとも、899条の２第１項は、同条の適用される具体例として、「遺産分割」

を挙げるのみで、特定財産承継遺言と相続分指定遺言を明示していない。

⑤�　これは、特定財産承継遺言と相続分指定遺言についても、遺産分割に含めて

「統一的に捉える考え方が採用された」ためである。

⑥�　なお、潮見は、「遺贈」に関しても、同じく899条の２が適用されるとしている

が
（２）

、しかし、この点に関しては争いが生じている（→Ⅱ２（２））。

（２）　立法担当者

だが、筆者（七戸）が平成30年と翌令和元年に行った２つの学会報告――2018（平

成30）年10月６日開催の日本土地法学会での報告
（３）

、2019（令和元）年11月30日開催

（２）�　さらに、潮見佳男『詳解相続法』（弘文堂、2018年）309頁も参照。
（３）�　七戸克彦①「相続と登記――民法改正（新設）899条の２をめぐって」法政研究85巻３・４

号（2019年）159頁、②「相続と登記をめぐる課題――民法改正（新設）899条の２をめぐって」
市民と法116号（2019年）32頁��なお、①論文の書評として、法律時報91巻13号（2019年）「特
集：2019年学界回顧」「民法（家族法）」〔水野紀子〕93頁。
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の日本登記法学会での報告
（４）

――では、上記のうち③899条の２の適用範囲を「意思

による」権利の承継に限定した旨の説明に関しては、改正法成立後の立法担当者の

解説には存在しない旨が指摘された
（５）

。確かに、立法担当者の解説は、899条の２の

立法趣旨として、以下の点を挙げるのみである
（６）

。

しかし、このような〔＝ⓐ特定財産承継遺言・相続分指定遺言につき対抗要件主義の

適用を否定する従来の判例法理の〕考え方によると、例えば、相続債権者が法定相続分

による権利の承継があったことを前提として相続財産に属する債権の差押え及びその取

立てを行い、被相続人の債務者（第三債務者）がその取立てに応じたとしても、遺言に

抵触する部分は無効となり得るため、遺言の有無及び内容を知る手段を有していない相

続債権者や被相続人の債務者に不測の損害を与えるおそれがある。

また、判例の考え方によると、遺言によって利益を受ける相続人（受益相続人）は

登記等の対抗要件を備えなくても、その権利取得を第三者に対抗することができ、早

期に登記等の対抗要件を備えようとするインセンティブが働かない結果、遺言による

権利変動について登記がされずに、実体的な権利と公示の不一致が生ずる場面が増え

ることになり、取引の安全が害され、ひいては不動産登記制度等の対抗要件制度に対

する信頼を害するおそれがある。

他方で、被相続人の法的地位を包括的に承継するという相続の法的性質に照らすと、

相続開始の前後で相続債権者や被相続人の債務者の法的地位については、相続開始の前

後でできる限り変動が生じないようにするのが相当であると考えられ、相続債権者がそ

の権利を行使し、あるいは被相続人の債務者が弁済をするのに、遺言の有無及びその内

容等を調査する必要があるというのは必ずしも相当でないように思われる。そのような

（４）�　七戸克彦①「配偶者居住権――ある皮肉な物語」法政研究86巻３号（2019年）464頁、②「配
偶者居住権を論じて所有者不明土地問題に係る民法・不動産登記法改正に及ぶ」法律時報92巻
５号（2020年）71頁��なお、同報告へのコメントとして、田高寛貴「『民事法改正と不動産
登記』３報告と質疑を振り返る」同誌91頁。

（５）�　①堂薗幹一郎＝野口宜大（編著）『一問一答新しい相続法――平成30年民法等（相続法）改正、
遺言書保管法の解説』（商事法務、2019年３月）160頁以下、②堂薗幹一郎＝神吉康二「相続法改
正の解説（５・完）」民事月報74巻３号（2019年３月）７頁以下、③堂薗幹一郎＝神吉康二（編著）

『概説改正相続法――平成30年民法等改正、遺言書保管法制定』（きんざい、2019年４月）138頁以下。
（６）�　堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③138-141頁��堂薗＝野口『一問一答新しい相

続法』前掲注（５）①160-161頁、堂薗＝神吉「改正登記法の解説（５・完）」前掲注（５）②
７-８頁の記述に、加筆・修正が加えられている。
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考え方を前提とすれば、各共同相続人は、権利の承継の場面でも、被相続人から法定相

続分に応じた権利を承継したものとして、相続債権者から権利行使を受けてもやむを得

ない地位にあるということも可能であると考えられる（注４）。

（注４）�　この点については、例えば、旧法下でも、遺産分割については、相続人間

では、具体的相続分に従って遺産を分けるのが公平であるとされているが、

具体的相続分は相続債権者等の第三者にはわからないので、遺産分割前は、

法定相続分に従った権利の承継があったものとして、相続債権者の権利行使

が認められているという説明が可能であり、今回の改正は、そのような考え

方を特定財産承継遺言や相続分の指定にも及ぼしたものということができる

ように思われる。なお、この改正は、相続開始後に受益相続人以外の相続人

から遺産を譲り受けた者の保護を図ることよりも、相続債権者など、相続開

始前から利害関係を有していた者の保護を図ることにより重点を置くもので

あり、このことが遺言の執行を妨害する行為がされた場合の効力に関する1013

条２項及び３項の規律の在り方に影響を与えている。

――すなわち、899条の２の立法趣旨は、抽象的にいえば、相続の場面での（単

なる遺言登記の促進の趣旨を超えた）「取引の安全」であり、具体的にいえば、相続

開始前から利害関係を有していた者（相続債権者・被相続人の債務者）の法定相続に

対する信頼保護である（相続開始後に新たに利害関係に入った者の保護ではない）。そ

して、この制度趣旨は、旧法下で遺産分割に関して認められてきた処理を、特定財

産承継遺言・相続分指定遺言にも及ぼしたもの、というのである。

（３）　民法177条と民法899条の２の関係

なお、899条の２は、「相続」による「権利」の承継に関する規定であるから、同

条の適用範囲は、①承継の客体に関しては「権利」全般に及ぶ一方、②承継の主体

に関しては「相続」の当事者（被相続人→相続人）に限定される。

ア　相続による「権利」の承継

立法担当者の解説書によれば、「同項〔899条の２第１項〕の『権利』には、不動産、

動産に関する所有権等の物権や債権はもとより、株式や著作権など、その権利の譲

渡等につき対抗要件主義を採用しているもの全般がこれに含まれる
（７）

」。

一方、「特許権のように登録等の手続を踏まなければそもそも権利移転の効果が
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実体法上も生じないものとされているもの、すなわち、権利の『譲渡』等について

いわゆる効力要件主義が採用されているものについてはその対象としていない
（８）

」。

イ　相続による権利の「承継」

もっとも、立法担当者の説明が、177条・178条・467条の適用される権利変動の

種類につき、「権利の『譲渡』等において必要となる対抗要件」と述べている点は

若干気になる。「譲渡」の用語は、「意思に基づく」権利の移転的承継を指して用

いられるところ、177条に関する現在の判例・通説は、変動原因無制限説であって

意思表示制限説ではない。一方、178条には動産に関する物権の「譲渡」とあるが、

通説は177条に揃える形で変動原因無制限説に立っている。これに対して、467条の

債権の「譲渡」の対抗要件は、「譲渡」の字義通り「意思に基づく」権利の移転的

承継を念頭に置くものであるが、177条・178条についても「権利の『譲渡』等」に

関する規定と説明することは、立法担当者が、両条につき変動原因無制限説ではな

く、意思表示制限説的な立場に立っているとの印象を、読者に抱かせる。

ウ　「相続」による権利の承継

一方、899条の２の規律する権利の承継の当事者は、「相続」（同条の見出し書の表

現では「共同相続」）の当事者――すなわち、被相続人Aと、共同相続人B・Cのう

ちの受益相続人Bである。

問題は、被相続人Aから共同相続人の一人Bへの遺贈（包括遺贈・特定遺贈）で

ある。受遺者Bが相続人でない場合には、そもそも899条の２の要件を欠いている

ので、177条・178条・467条がもっぱら適用されることになるが、受遺者Bが共同

相続人の一人であった場合については、①177条・178条・467条を適用し899条の２

の適用を否定するのか、②177条・178条・467条の適用を否定し899条の２を適用す

るのか。

先に触れたように、潮見佳男は、899条の２の適用を説いていた。

これに対して、武川幸嗣は、「債権については遺贈を含む」としているが
（９）

、包括

（７）�　堂薗＝野口『一問一答新しい相続法』前掲注（５）①164頁��堂薗＝神吉「改正登記法の解
説（５・完）」前掲注（５）②９頁、堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③141頁も同文。

（８）�　堂薗＝野口『一問一答新しい相続法』前掲注（５）①164頁��堂薗＝神吉「改正登記法の
解説（５・完）」前掲注（５）②10頁（注１）、堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）
③142-143頁（注１）もほぼ同文。



F�87民法 899 条の２をめぐって（１）（七戸）

（法政研究�87－1－184）184

遺贈・特定遺贈とも、物権に関しては①177条・178条を適用し、債権に関してだけ

②899条の２を適用する根拠・出典等については触れられていない。

さらに、松尾弘は、遺贈による相続人への権利承継については899条の２が「類

推適用」されるとする
（10）

。

２　遺産共有論からのアプローチ

ところで、立法担当者の解説は、899条の２の立法趣旨を、相続開始前から利害

関係を有していた者――（１）被相続人Aの債権者（相続債権者）Dならびに（２）

被相続人Aの債務者E――の保護に求め、（３）相続開始後に受益相続人B以外の

相続人Cから遺産を譲り受けた者Fを保護するためのものではないとしていた。

A 

B C 

D 

E 

F G 

A 

B
 

B 
 

C
 

（１）　相続による「債務」の承継

上記のうち、（１）相続債権者Dの保護に関して、改正法は、899条の２のほかに、

902条の２の規定を新設した。

（相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使）

第902条の２　　被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条

（９）�　武川幸嗣「共同相続と対抗要件（新899条の２）」本山敦（編）『平成30年相続法改正の分析
と展望』金融・商事判例1561号（2019年）23頁。

（10）�　松尾弘「相続による権利・義務の承継法理について」池田真朗先生古稀記念論文集『民法と
金融法の新時代』（慶応義塾大学出版会、2020年）37頁。→Ⅱ２（２）ウ。
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の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、

第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使

することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその

指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

「各共同相続人は、その相続分〔ⓐ法定相続分またはⓑ指定相続分〕に応じて被

相続人の権利義務を承継する」（899条）。

このうち、「義務」の承継についていえば、相続債権者Dが被相続人Aに対して有し

ていた債権は、㋐非金銭債権に関しては、共同相続人B・Cに対する不可分債権となる

場合もあり得るが、㋑金銭債権に関しては、可分債権としてB・Cのⓐ法定相続分また

はⓑ指定相続分に応じて分割される、というのが判例の立場である（後に詳述する）。

したがって、DがAに対して4000万円の金銭債権を有しており、B・Cの法定相

続分が各２分の１で、ⓐ相続分指定遺言がない場合には、DはB・Cそれぞれに対

して各2000万円の分割債権を有することになる。これに対して、ⓑ被相続人Aが、

Bの相続分を４分の３、Cの相続分を４分の１とする相続分指定遺言をしていた場

合には、Bは3000万円、Cは1000万円の分割債務を負うことになる。

では、ⓑの相続分指定遺言がある場合に、相続債権者Dが、Cに対して法定相続

分に応じた2000万円の債務の弁済を請求した場合、Cは、自己の債務が指定相続分

に応じた1000万円であるとして、残り1000万円の支払を拒絶することができるか。

この問題に答えたのが902条の２であり、同条本文は、相続債権者Dに対して、法

定相続分に応じた2000万円の権利を行使する権限を認めた
（11）

。

それゆえ、相続債権者Dが、亡Aの遺産に属する特定の不動産に関して、Cの法

定相続分に基づく持分（２分の１）について強制執行を申し立てた場合、Cは請求

異議の訴え（民事執行法35条）を提起することはできない。

他方、指定相続分に基づく持分（４分３）を有するBとの関係では、Bがその旨

の登記を経由していなければ、899条の２が適用される結果、同条にいう「第三者」

に対抗できない、という振り合いになり、Bから見た場合、相続債権者Dは「第三

者」に該当するため、Bは登記がなければDに対抗できない
（12）

。

（11）�　なお、これはあくまでも相続債権者Dとの間の外部関係の問題であるから、共同相続人B・C
の内部関係においては、CはBに対し、指定相続分に応じた1000万円の求償請求ができる。
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（２）　相続による「債権」の承継

一方、（２）被相続人Aが債務者Eに対して有していた債権についても、前記（１）

相続債務と同様、㋐非金銭債権に関しては、共同相続人B・Cに対する不可分債権

となる場合もあり得るが、㋑金銭債権に関しては、B・Cのⓐ法定相続分またはⓑ

指定相続分に応じた分割債権となるのが原則とされている。

ただし、①相続債務と異なり、②相続債権に関しては、預貯金債権に関する判例

変更のように
（13）

、共同相続人への分割帰属ではなく、遺産分割の対象財産であるとす

る傾向が、近年顕著である。

このうち、相続債権が分割債権の事案については、899条の２によって処理され

ることになる。たとえば被相続人Aが、Eに対して有している4000万円の債権につ

き、共同相続人B・C（法定相続分各２分の１）のうちのBに「相続させる」旨の遺言（特

定財産承継遺言）をした場合、その旨の通知・承諾がなければ
（14）

、債務者Eは、受益

相続人Bからの4000万円の全額請求に対して、Bの法定相続分2000万円を超える部

分（2000万円）の弁済を拒絶できる。また、被相続人Aが、Bの相続分を４分の３、

（12）�　なお、この点との関係では、ⓐAの包括承継人であるBとAの債権者Dの関係は「第三者」で
はなく「当事者」ではないか、あるいは、ⓑDは債権者にすぎないから登記の欠缺を主張する

「正当な利益」を有する第三者に当たらないのではないかが問題となるが、判例は、結論的には、
ⓐ「第三者」性ならびにⓑ「正当な利益」性を肯定する。ⓐの論点に関してはⅡ１（２）イ（ア）
①、ⓑの論点に関してはⅡ１（２）イ（イ）①参照。

（13）�　最（大）決平成28・12・19民集70巻８号2121頁。そのため、改正法では、遺産分割前における預
貯金の払戻し制度が創設されたが（909条の２）、同条の制度趣旨につき、立法担当者の解説書は、

「被相続人が負担していた金銭債務など、相続財産が引当てとなるものについては、遺産分割の円
滑な進行のためにも、早期にその弁済をする必要性が認められる」とする（堂薗＝野口『一問一
答新しい相続法』前掲注（５）①68頁、堂薗幹一郎＝神吉正一「改正登記法の解説（３）」②民事
月報73巻12号（2018年12月）16-17頁、堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③51頁）。しかし、
立法担当者が提起する問題は、前記（１）相続債務と（２）相続債権（その他遺産中の積極財産）
とを一括して清算・処理する立法を行えば解消する。一方、上記最高裁平成28年決定の共同補足
意見が述べていた、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費の必要に関しては、
上記清算手続の迅速化を図ることのほか、扶養関係そのものの相続が考えられてよい。

（14）�　なお、このうちの通知に関して、民法467条１項は「譲渡人」からの通知を要求しているとこ
ろ、相続による債権の承継の場合において、「譲渡人」に相当する者は、被相続人の地位を包括
的に承継した共同相続人全員となるため、通知行為は共同相続人全員によって行われるのが本
則になる。しかし、そうなると、受益相続人以外の相続人が、遺言内容に反発している場合に
は、対抗要件の具備が困難になることから、899条の２第２項は、受益相続人の単独の通知を
もって、共同相続人全員の通知とみなす旨を規定し、ただし、譲受人からの通知を認めない467
条の趣旨（虚偽通知の防止）に照らして、通知の際には遺言の内容を示すべきものとした。
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Cの相続分を４分の１とする相続分指定遺言をした場合にも、通知・承諾がなけれ

ば、債務者Eは、受益相続人Bからの指定相続分に応じた3000万円の請求に対して、

Bの法定相続分2000万円を超える部分（1000万円）の弁済を拒絶できる。

以上に対して、遺産分割の対象財産に組み込まれる相続債権に関しては、遺産共

有の法的性質と関連して、後述する（→（４））。

（３）　受益相続人以外の相続人からの譲受人

なお、立法担当者は、899条の２の立法趣旨は、（３）相続開始後に受益相続人B

以外の相続人Cから遺産を譲り受けた者Fの保護にはないとしていた。

だが、ここでは、そもそもFとはいったい何者であるのかについて、その利益状

況を確認しておく必要があるように思われる。というのも、Fが取得するCの遺産

というのは、Cの有する法定相続分に応じた持分にすぎない。遺産共有持分のみの

取引としては、持分買取業者による買受けのほか、一般債権者の強制執行に基づく

差押えや、担保権設定の対象とする場合があるが
（15）

、持分買取業者については、相続

開始後の利害関係人であるものの、相続人の債権者については、相続後の債権者の

ほか、相続前からの債権者がおり、この者については、（１）相続債権者Dや（２）

被相続人の債務者Eと同様、受益相続人B以外の相続人Cの法定相続分の取得を予

期して行動しているように思われる
（16）

。

これに対して、相続開始後に受益相続人Bから遺産を譲り受けた者Gに関して

は、被相続人Aの特定財産承継遺言によって特定の不動産を単独取得したBから、

（15）�　このほか、共有持分の取引には、不動産小口化商品の販売があるが、共有物の利用に関する
制約のゆえに、自己使用目的で持分を取得する事案は稀であり、Fの関心は、もっぱら持分の
有する経済的価値に向けられている。しかも、そこで想定されているのは、持分の経済的価値
であって、持分買取業者Fが、遺産共有者B・CのうちCの持分を買い取った場合、共同相続人
B・C間では、当該持分が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなして遺産分割を行うこ
とができるが（906条の２）、B・F間の共同所有関係には、物権編・所有権の章の共有の規定（249
条以下）が適用されることから、Fは、共有物分割請求（256～258条）を武器に、買受費用を回
収することとなる。FがCの一般債権者であった場合についても、Fは、共有物分割請求権を行
使できる民法249条以下の共有であることを前提に、当該持分の競売価格を想定した結果、Cの
一般財産の中から当該持分を選択して強制執行を申立て、債権の完全回収を図ろうとする。

（16）�　なお、特定不動産をめぐる、受益相続人Bと、法定相続人Cの債権者Fとの間の優先関係は、
Bの特定財産承継遺言の登記と、Cの法定相続分の持分に関するFの差押登記（Fが法定相続分
の持分の譲受人であった場合には、C→Fの持分移転登記）の先後による。これは、民法177条
の問題であって、899条の２の問題ではない。立法担当者が、Fについては899条の２の直接の
保護対象ではないとしているのは、そのためであろう。
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純粋に自己使用目的で不動産を譲り受ける場合もあり得るが、しかし、上記Fの場

合と同様、Gが相続開始前からのBの債権者で、Bの単独取得した不動産につき強

制執行を申し立てたり、担保権を設定する例も考えられる。

――こうして見てみると、遺言によって利益を受ける相続人（受益相続人）Bに遺

言登記を要求する899条の２の規定は、①相続債権者Dや被相続人の債務者Eのみな

らず受益相続人以外の相続人Cの債権者Fの「法定相続」に対する信頼保護と、②受

益相続人B自身の権利確保のみならずBの債権者Gの「遺産相続」に対する信頼保護

の、相互調整機能を有する点において、立法担当者の説明にいわゆる「取引の安全」

のための規定と理解することも可能であろう（899条の２の性格について、「法定相続」

重視の立法と評価する見解と、「遺言相続」を顧慮した立法と評価する見解が存在するのは、

そのためであろう）。

（４）　遺産共有の法的性質

以上のような「法定相続」への信頼保護と「遺言相続」への信頼保護の調和点と

しての「取引の安全」の着地点を、種々の利害関係人の要保護性に関する具体的分

析から割り出そうとする小粥太郎の関心はまた
（17）

、遺産共有の法的性質論における合

有説の有していた問題意識（「相続財産を一体として観念した上でこれを相続債権者の

ための引当てとして確保したいとする点」）にも向けられ、「理論として合有説を採用

しないとしても、��その実質を生かした解釈論を、合有概念から導くのではなく、

場面に即して具体的に試み」ようとする
（18）

。

一方、相続財産の法的性質につき詳細な検討結果を公表してきた金子敬明も
（19）

、上

記小粥論文を引きつつ、合有論の限界を意識したうえであれば、「必要に応じて戦

略的に援用するだけの価値はある」とする
（20）

。

（17）�　小粥太郎①「相続不動産の『取引の安全』」民事研修669号（2013年）83頁、②「相続不動産
取引に潜むリスク――買い手からみた相続不動産」水野紀子（編著）『相続法の立法的課題』（有
斐閣、2016年）145頁。

（18）�　小粥太郎「（特集２：現代相続法の課題）遺産共有法の解釈――合有説は前世紀の遺物か？」
論究ジュリスト10号（2014年）112頁（引用は118頁）。

（19）�　金子敬明「相続財産の重層性をめぐって（１）～（５）」法学協会雑誌118巻11号（2001年）１頁、
119巻１号（2002年）78頁、120巻９号（2003年）66頁、11号62頁、121巻６号（2004年）１頁、
金子敬明「相続財産論」吉田克己＝片山直也（編）『財の多様化と民法学』（商事法務、2014年）
727頁、金子敬明「相続財産の性質論再考」私法77号（2015年）199頁。

（20）�　金子敬明「相続による権利・義務の承継と第三者」民商法雑誌155巻２号（2019年）66頁（引
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ア　合有

日本の現行民法典は、多数の者が１つの物を所有する形態につき、すべて「共有」

の語を用いているが、それらすべての「共有」につき、特別の定めがない限り、物

権編の所有権の章（民法249条以下）の共有の規定が適用されるとするのが一般的な

理解である。一方、「数人で所有権以外の財産権を有する場合」（準共有）に関しては、

法令に特別の定めがある場合を除き、249条以下の共有の規定が準用され（民法264

条）、この準共有に関する特別の定めとして、債権編の「多数当事者の債権及び債務」

に関する規定（民法427条以下）があると説明される。

だが、これに対して、ドイツ民法における共同所有の通則規定は、債権編・個別

的債権関係の章の第17節に設置された「共同（Gemeinschaft）」であり、特別規定が

ない場合には、同節中の「持分的共同（Gemeinschaft�nach�Bruchteilen）」に関する

規定（742-758条）が適用される（741条）。

一方、「持分的共同」にならない特別規定としては、組合財産・夫婦共同財産・

共同相続財産があり、その結果、ドイツでは、共同所有（＝「共同」）を、①持分に

基づく共同所有（＝742-758条の「持分的共同」）と、②組合財産・夫婦財産・相続財

産の共同所有の２種に区分し、後者の共同所有を、講学上「合有」（Eigentum�zur�

gesamten�Hand;�Gesamthandesgemeinshaft）なる概念をもって包括的に把握する
（21）

。

イ　共同相続財産の合有

もっとも、組合財産・夫婦財産・共同相続財産の「合有」は、積極財産（上記の

ようにこれは合有債権（Gesamthandsforderung）も含む総体である）と消極財産（合有

債務（Gesamthandschuld））の両者を一体的に把握するという大枠の限りでは共通す

るものの、個別具体的な処理の次元では相当程度の相違個所が認められる。

そこで、以下、事柄を共同相続財産に限定するならば、遺産の共同所有に関する

２つの系譜――ローマ法の共有主義とゲルマン法の合有主義――につき、ドイツ

用は72頁）。
（21）�　なお、ドイツ法の「共有（持分的共有）」と「合有（合手的共有）」が「共同」の下部概念で

あることについては、我妻栄『民法案内』でも言及されていた（我妻栄『新版・民法案内Ⅳ物
権法各論』（コンメンタール刊行会・一粒社、1968年）79頁、我妻栄＝（著）・幾代通＝川井健（補
訂）『民法案内４物権法下』（勁草書房、2006年）93頁）。かつては初学者向けの基本書にも記述
があった「共有」「合有」といった基本概念に関する比較法的な知見すら忘れ去られている点も
また、今日における法理論の劣化・衰退傾向（→Ⅳ２）の一例といえるであろう。
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民法典はゲルマン法の合有主義を採用した。これに対して、フランス法は基本的に

はローマ法の共有主義を継受したが、しかし、ローマ法と異なり遺産分割の遡及

効を肯定していることから、判例・学説の立場は、相続財産（積極財産・消極財産）

を一体的に処理するドイツ法の合有構成に著しく接近した
（22）

。

一方、日本法は、フランス法経由で、ローマ法の共有主義を継受したが、その際

には、遺産分割の遡及効も継受され（戦前の民法1012条）、そのため、戦前の学説は、

同条の存在をもって、フランスの判例・学説と同様、遺産共有は249条以下の個別

所有権の共有とは異なるとの主張の根拠としていた。しかし、戦後の改正（現行）

家族法909条では、新たに遡及効の制限規定が設けられたことから（同条ただし書「た

だし、第三者の権利を害することはできない」）、遺産共有の法的性質が「合有」であ

る旨を正面から主張する見解は影を潜めることとなる。また、相続債務につき、こ

れを一般的に不可分債務とする主張も下火となったが、しかし、一体的処理の可能

性が完全に消えたわけではない（→（１）被相続人Aの債権者（相続債権者）Dとの関

係）。一方、相続債権については、共同相続人への分割帰属ではなく、遺産分割の

対象財産に組み込む傾向が顕著である（→（２）被相続人Aの債務者Eとの関係）。

だが、899条の２の立法過程においては、同条がとくに「遺産分割」による権利

の承継を明定しているにもかかわらず、宣言主義・移転主義の問題から合有論・共

有論へと議論が掘り下げられることはなかった。また、同条の立法趣旨が、相続

債権者Dならびに相続債務者Eの保護にあるとする立法担当者の説明にもかかわら

ず、相続債権ならびに相続債務の一体的処理に関する判例・学説について、言及さ

れることもなかった。

――以上、民法899条の２をめぐって現在展開されている議論の状況につき、ご

く大まかな紹介・整理を行った。以下、章を改めて、対抗要件論（→Ⅱ）、遺産共

有論（→Ⅲ）の順で、議論の詳細に立ち入った検討を行うことにしよう。

（22）�　この論点に関する古典的な業績として、来栖三郎「共同相続財産に就いて――特に合有論の
批判を兼ねて（１）～（４・完）」法学協会雑誌56巻２号（1938年）、３号、５号、６号��〔所
収〕『来栖三郎著作集Ⅲ家族法』（信山社、2004年）153頁。
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Ⅱ　対抗要件論

対抗要件論に関する議論は、「無権利構成」（「無権利の法理」）と「対抗構成」（対

抗の法理）の振り分け論（→Ⅰ１（１）①）の当否や、登記その他の対抗要件がな

ければ対抗できない権利変動原因に関する無制限説と意思表示制限説といった、対

抗要件主義の基本的な構造理解をめぐる対立と（→１総論）、「共同相続（法定相続）

と登記」「遺贈と登記」「相続放棄と登記」「遺産分割と登記」あるいは「『相続させ

る』旨の遺言と登記」といった対抗要件主義の適用される具体的な権利変動の種類・

範囲についての対立に分かれる（→２各論）。

１　総論――対抗要件主義の一般理論

まず、（１）対抗要件主義の構造論（二重譲渡の法的構成）ないし効果論（「権利者

からの取得」構成と「無権利者からの取得」構成）と、（２）要件論（対抗要件主義に服

する権利変動および第三者の種類・範囲）に関する一般理論から見てゆくことにしよ

う。

（１）　構造論・効果論

対抗要件主義の基本的な構造理解に関して、わが国の今日の判例・通説は、「無

権利の法理」と「対抗の法理」の振り分け論に立脚している。

ア　899条の２の立法担当者の立場

そして、899条の２の立法者も、同説に立っている点については、前稿で挙示し

た資料のほか、さらに以下の資料を追加しておく。

（ア）　法制審議会民法（相続関係）部会での説明

「部会資料24-2」は、対抗要件主義の適用範囲を、法定相続分を超える部分に限

定する（＝法定相続分については対抗要件主義を適用しない）理由に関して、次のよう

に述べている
（23）

（下線は引用者）。

　　�　現行の判例法理のうち、遺言（遺産分割方法の指定、相続分の指定）による権

利の承継があった場合には、第三者との関係でも、それ以外の相続人は完全な

（23）�　「部会資料24-２補足説明（要綱案のたたき台（３））」36-37頁。なお、「第24回会議議事録」44
頁〔満田悟関係官〕も参照。
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無権利者（法定相続分を前提とした権利の承継はないこと）として取り扱われる

という点を見直すことを意図したものであることからすれば、むしろ、従前案

を基本としたものに戻し、対抗要件主義が適用される範囲についても、法定相

続分を超える部分の取得に限定されることを法律上明示することとした方が上

記の立法趣旨がより明らかになるように思われる（注）。

　　（注）�　民法第177条があることにより、第176条の規定にかかわらず、第１譲渡の

売主等が第三者との関係では無権利者と扱われないことになるのと同様、こ

のような規定を設けることにより、第三者との関係では、法定相続分による

権利の承継があるものと取り扱われることが明らかになるものと考えられる。

（イ）　改正法成立後の解説

一方、改正法成立後に刊行された立法担当者の解説では、以下のような説明が行

われている
（24）

（下線は引用者）。

（注�２）　例えば、相続人がA、B、Cの３人（法定相続分は各３分の１）である事案

において、被相続人がその遺産に属する甲土地をAに相続させる旨の特定財産承

継遺言をした場合には、旧法の下における判例では、Bは無権利者であるとされ、

Aは、Bからその法定相続分に相当する３分の１の共有持分を買い受けたDに対し

ても、登記なくして甲土地の所有権の取得を対抗することができるとされてきた

ところである。これに対し、新法の施行後は、第899条の２第１項の規定が設けら

れたことにより、同項の「第三者」に当たるDとの関係では、Bも法定相続分によ

る権利の承継を受けたものとして取り扱われることとなり、その結果、Aは、Dに

対しては、登記をしなければ３分の１の共有持分を超える部分について、その取

得を対抗することができないことになる。

（注�３）　（注２）の事例を前提として、甲土地の所有権の帰趨を説明すると、以下の

ようになるものと考えられる。まず、BD間における甲土地の共有持分（３分の

１）の売買契約が締結される前の段階、すなわち、第899条の２第１項の「第三者」

がいない段階では、Aのみが甲土地の所有者ということになるものと考えられる。

（24）�　堂薗＝神吉「相続法改正の解説（５・完）」前掲注（５）②10-11頁（注２）（注３）、堂薗＝
神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③143頁（注３）（注４）〔同文〕��これに対して、堂
薗＝野口『一問一答新しい相続法』前掲注（５）①163頁（注２）（注３）の記述のうち、（注３）
に関しては、誤植や、文章の意味不明個所が存在していた。
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次に、BD間の上記売買契約が締結された後、その共有持分の移転について登記が

されておらず、Aも登記をしていない段階では、AとDは、いずれも、甲土地の３

分の１の共有持分について権利を有しているが、確定的に権利を取得していない

状態にあることになる（二重譲渡において譲受人共に対抗要件を備えていない場

合と同じ状態）。そして、その後に、Dがこの共有持分を確定的に取得し、これに

反する被相続人からAへの権利承継は法律上なかったものと取り扱われることに

なるものと考えられる。このため、この場合には、事後的に見れば、①相続開始

により、Aが甲土地の３分の２の共有持分を、Bが３分の１の共有持分を取得し、

②BD間の売買契約当時（Dが登記を備えた時ではない。なお、売買契約締結時以

外に所有権を移転する旨の特約はないことを前提とする。）に、Dが甲土地の３分

の１の共有持分を取得したものと取り扱われることになるものと考えられる（相

続開始時からBD間の売買契約時までの間は、ABの共有であったものと取り扱わ

れることになる。）。

イ　「無権利の法理」「対抗の法理」の振り分け論の形成経緯

民法177条に関する「無権利の法理」「対抗の法理」の振り分け論は、判例・学説

において、いつの時代に形成されたものであろうか。

（ア）　明治41年大審院民事連合部判決

ボワソナード旧民法は、フランス法を継受して、登記がなければ対抗できない①

物権変動・②第三者の２要件に関して、いずれも制限説をとっていた（①につき意

思表示制限説、②につき、ⓐ第１契約と同一の前主から、ⓑ第１契約と競合する内容の権

原を取得した者であって、ⓒ自身が登記を経由している第三者
（25）

）。

これに対して、現行民法の起草者は、①「物権変動」要件・②「第三者」要件の

いずれに関しても、無制限説の立場を採用した。

しかし、現行民法施行前の判例は、旧民法の立場に従っていたため、①およそす

べての物権変動につき、②およそすべての第三者に対抗できないとする過激な立法

に直面して、判例の処理に混乱が生じた。

そのため、大審院は、明治41年12月15日２つの民事連合部判決をもって、177条

（25）�　なお、ボワソナード旧民法では、さらに、第４の要件として、ⓓ第三者の「善意」を追加して
いる点が、フランス法と異なる。ただし、この要件は、第１譲受人の登記の欠缺から推定される。
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の立法者意思に変更を加えた。すなわち、①「物権変動」要件に関しては、起草者

の説く無制限説を維持するが
（26）

、②「第三者」要件に関しては、登記の欠缺を主張す

る「正当ノ利益」（現在の用語法では「正当な利益」）を有する者に限定する立場が採

用されたのである
（27）

。

その結果、以後の177条の適用範囲は、もっぱら②「第三者」の「正当ノ利益」

の有無で決せられることとなったが、明治41年判決は、「正当ノ利益」を有する第

三者の例として「同一ノ不動産ニ関スル所有権抵当権等ノ物権又ハ賃借権ヲ正当ノ

権原ニ因リテ取得シタル者ノ如キ又同一ノ不動産ヲ差押ヘタル債権者若クハ其差押

ニ付テ配当加入ヲ申立テタル債権者ノ如キ」を挙げ、「正当ノ利益」を有さない第

三者の例として、「同一ノ不動産ニ関シ正当ノ権原ニ因ラスシテ権利ヲ主張シ或ハ

不法行為ニ因リテ損害ヲ加ヘタル者ノ類」を挙げている。

問題は、判旨にいう「正当ノ権原」の意味内容である。「正当ノ権原」の用語は、

通常は、権利取得原因（贈与・売買等）に瑕疵がないことを意味する。権利取得原

因の瑕疵の典型例は、ⓐ譲渡契約が無効であった場合、ⓑ取消権・解除権が行使さ

れた場合、ⓒ譲渡人がまったくの無権利者であった場合などであるが、では、ⓒの

事例の中には、A→Bの第１譲渡の後、譲渡人Aから第三者Cが同一不動産を二重

に譲り受けた場合も含まれるか。

明治41年判決は、BのCに対する建物所有権確認請求訴訟において、BがAから

の買い受けを主張した一方、Cが自身の新築による原始取得を主張した事案につ

き、原審がCを177条の「第三者」である旨を判示したのに対して、「若シ上告人

〔B〕ノ主張真実ニシテ被上告人〔C〕ノ主張真実ナラサルトキハ被上告人〔C〕ハ

帰スル所係争家屋ニ関シテハ正当ノ権利若クハ利益ヲ有セサル者ナルヲ以テ民法第

177条ニ所謂第三者ニ該当セサル者ト謂ハサルヲ得ス」として、原判決を破毀して、

両当事者主張の事実の真否を判断するため事件を原審に差し戻したものであり、

A→B、A→Cの二重譲渡事例において、A→Bの第１譲渡の後、譲渡人Aが無権

利者となっているかどうかが問題となった事案ではない
（28）

。

（26）�　大（民連）判明治41・12・15民録14輯1301頁。
（27）�　大（民連）判明治41・12・15民録14輯1276頁。
（28）�　なお、同様の事案において、Cの建物新築の主張が原審で否定されていた場合につき、Cの占
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では、二重譲渡事例において、①A→Bの第１譲渡の結果、譲渡人Aが無権利

者となっていることを理由に、第２譲受人Cは「正当ノ利益」ないし「正当ノ権原」

を有する第三者ではない旨（＝「無権利の法理」）を説示した判例は、いつ登場した

のであろうか。あるいは、②A→Bの第１譲渡の後も、譲渡人Aは依然として権

利者であるので、第２譲受人Cは「正当ノ利益」ないし「正当ノ権原」を有する第

三者である旨（＝「対抗の法理」）を説示した判例は、いつ登場したのであろうか。

（イ）　戦前の判例

①　「無権利の法理」の形成――二重譲渡の第２譲受人が「無権利者」であるが

ゆえに、177条の「正当な利益」を有する第三者に当たらないとした事案が登場す

るのは、筆者の知る限りでは、大正期以降のことである。

その嚆矢は、筆者の知る限りでは、「民法94条２項による権利取得と登記」に

関する大判大正９・７・23民録26輯1151頁で（A→P→Q→Bの第１物権変動のう

ちA→P売買が虚偽表示無効であったが、転得者Bが94条２項で保護される場合��そ

の結果、A→P→Q→Bの第１物権変動が有効と評価される）、判旨は、第２物権変動

（A→R→C）のCは「全然無権利者ノ地位ニ在ルモノナルヲ以テ民法第177条ニ所

謂第三者ニ該当スルモノニアラス」とする。

次に登場したのが、「特定遺贈と登記」につき登記不要説に立った大判大正10・６・

29民録27輯1291頁で（A→Bの未登記建物の特定遺贈にもかかわらず、Aの家督相続人Pが

これをQに売却してQが所有権保存登記を経由し、Q→R売買、R→C相続によりCが登記

を経由した事案）、判旨は、「Aノ死亡ニヨリBノ受ケタル遺贈カ其効力ヲ生スルヤ本

件家屋ノ所有権ハ全クBニ帰属スルモノナルヲ以テAノ家督相続人タルPニ於テ之

ヲ相続シ得ヘキモノニアラス従テ同人〔P〕カ家督相続ニヨリ之カ所有権ヲ取得シタ

リトシQニ売渡シ同人〔Q〕ニ於テ之カ所有権保存登記ヲ為スモ其登記ハ原因ヲ欠

缺スル不正ノモノナルコトハ論ヲ竢タサル所ナルニヨリ斯ル不正登記ノ名義人〔P〕

ヨリ不動産ヲ買受ケタル者〔C〕ハ登記ノ欠缺ヲ主張スルニ付キ正当ノ利益ヲ有スル

者ニ非スシテ民法第177条ニ所謂第三者ニ包含セサルコトハ本院ノ判例トスル所」と

する。

有権は「正当ノ権原」に基づいていないので、Cは177条の「第三者」に当たらないとした判例
として、大判明治43・２・24民録16輯121頁がある。
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その後、昭和期に入ると、「取消しと登記」の事案につき、大判昭和10・11・14

法律新聞3922号８頁・法律評論25巻民訴15頁が（B→Aの和解による所有権移転の取

消後にA→P→Cの転々譲渡がされた事案。和解の取消原因は不明であるが、第三者保護

規定は適用されていない）、取消しの結果「Aハ本件不動産ニ付何等ノ権利ヲ有セサ

ルモノト謂フヘク��Aカ無権利者ナル以上ハCハ該不動産ニ付所有権ヲ取得スル

ニ由ナキモノ」と説示している。

②　「対抗の法理」の形成――以上に対して、第１譲渡の後も譲渡人は完全な無

権利者にはならないとの論は、すでに明治期より存在していた。売渡担保（譲渡担

保）の法的構成に関する初期の学説である信託的譲渡説における「外部のみ移転型」

（A→Bの売渡担保につき、所有権は第三者Cとの外部関係では債権者Bに移転し、その結

果BとCは対抗関係に立つが、A→Bの内部関係では設定者Aに留保されている類型）を

説明する際の「関係的所有権」説がそれである
（29）

。

そして、この法律構成は、大正期に入ると、債権担保以外の目的の信託的譲渡に

も拡張され
（30）

、さらに、大（民連）判大正15・２・１民集５巻44頁は、この法律構成

を「被相続人の相続開始前譲渡と登記」の事案で援用する（「被相続人カ相続開始前

同一不動産ヲ更ニ乙ニ譲渡シ登記ヲ為シタリトセハ乙ハ完全ナル所有権ヲ取得スヘク従テ

乙ハ甲ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ有スル第三者ナルコト疑ナキ所ナレハ右ノ被相

続人ハ譲渡ノ登記アラサル結果甲ニ対スル譲渡ニ因リテ全ク不動産ノ所有権ヲ失ヒタル者

ニ非スシテ乙ニ対スル関係ニ於テハ依然所有者ニシテ所謂関係的所有権ヲ有スルモノナリ

ト謂フヲ得ヘシ然ルニ右被相続人カ該不動産ヲ乙ニ譲渡スル以前ニ於テ相続開始シタルト

キハ其ノ相続人ハ此ノ関係的所有権ヲ承継スルモノト謂フヘク従テ乙カ此ノ相続人ヨリ同

一不動産ノ譲渡ヲ受ケ其ノ登記ヲ経由シタルトキハ甲ハ被相続人ヨリ取得シタル該不動産

ノ所有権ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得スシテ乙ハ完全ナル所有権ヲ取得スルモノト謂ハサ

ルヲ得ス
（31）

」）。

（29）�　最初期の用例として、東京控判明治44・６・１最近判例集９巻30頁（上告審）��「登記ア
ルマテハ第三者ニ対スルト旧所有者ニ対スルトニ依リ其所有者ヲ異ニスルカ如ク関係的所有権
ヲ認メ居レル」。

（30）�　大判大正９・４・19民録26輯542頁��土地の管理委託契約としての信託的譲渡の事案。
（31）�　なお、同判決は、戦後の最高裁判例にも引用されている。最（３小）判昭和33・10・14民集

12巻14号3111頁、最（１小）判昭和35・２・25裁判集民事39号687頁、最（１小）判昭和38・７・
25家月15巻10号121頁。



論　説F�100

171（87－1－171）

もっとも、大判昭和９・９・29法律評論24巻民法150頁は（A→Bの包括遺贈の一

方、Aの家督相続人Cが不動産をFに譲渡した事案）、遺贈（包括遺贈）に関しては「関

係的所有権」ではなく権利が完全に移転する結果「無権利」構成になるとする（「亡

Aノ家督相続人タルPハ本訴不動産ニ付テハ何等ノ権利義務ヲモ承継セス所謂関係的所有

権ヲ有スヘキ筋合ニ非ルコト明瞭ナルヲ以テ従テ同人ニ於テ未タ遺言執行者無キ間ニ右遺

贈ノ目的物ヲCニ譲渡シ且其ノ登記ヲ経タリトスルモCニ於テ之カ所有権ヲ取得スヘキ理

由ナク従テ同人ヲ目シテ民法第177条ニ所謂第三者ニ該当スルモノト断スヘキニ非ス」）。

（ウ）　戦後の判例

最（３小）判昭和33・10・14民集12巻14号3111頁は、「被相続人の生前譲渡と登記」

の事案につき、大（民連）判大正15・２・１（前掲）を引用しつつも、「関係的所有権」

概念は用いず、学説にいわゆる「不完全物権変動」説に依拠した説示を行っている

（「本件土地の元所有者亡Aが本件土地をBに贈与しても、その旨の登記手続をしない間は

完全に排他性ある権利変動を生ぜず、Aも完全な無権利者とはならないのであるから、A

と法律上同一の地位にあるものといえる相続人Cから本件土地を買受けその旨の登記を得

たFは、民法177条にいわゆる第三者に該当する」）。

そして、同判決は、以下の判決で引用されている。――最（３小）判昭和35・

11・15裁判集民事46号285頁（A→Bの売買と、Aの債権者Cの仮差押えが競合した事案。

「不動産の所有者〔A〕がこれを他人〔B〕に譲渡しても、その旨の登記をしない間は完全

に排他性ある権利変動を生ぜず、その譲渡人〔A〕も完全な無権利者とならない」とする）、

最（２小）判昭和39・３・６民集18巻３号437頁（A→Bの特定遺贈と、Aの共同相続

人の１人Cの債権者FによるCの持分の差押えが競合した事案。→Ⅱ１（２）ア（エ）②）。

これに対して、「無権利の法理」を適用した最（２小）判昭和34・７・24民集13

巻８号1196頁の説示は、物権変動の効果を当事者関係（内部関係）と第三者関係（外

部関係）で区別する戦前の「関係的所有権」説を意識している（A→Bの第１譲渡に

つきBの経由した登記が戦災で滅失した後、譲渡人Aが所有権保存登記を経由してCに譲

渡した事案。「本件土地は、Bがさきに所有権を譲受け、その取得登記を経由したことに

よって、所有権は内外共に完全にBに移転し、譲渡人たるAは、絶対的に無権利者となっ

たものであることはいうをまたないところである」とし〔下線は引用者〕、「元譲渡人のA

が依然として無権利者たる地位にあるものと解される以上、同人のなした所有権保存登記
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は実体上の権利に符合しない無効のものであり、Cはかかる無権利者から譲受けたもので

あるから、本件土地につき所有権を取得するに由なく、またCは有効な取引関係に立つ第

三者というを得ないから、Bの登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者に該当

しない」とする）。

しかし、売渡担保における「内外とも移転型」に関しては、所有権の所在を内部

関係と外部関係で分ける「関係的所有権」構成は成り立たない。一方、昭和40年以

降、内部関係における清算義務と受戻権の消滅時期に関する議論を受けて、判例で

は、内部関係につき所有権の「確定的な帰属」という用語が一般化した
（32）

。

ウ　対抗要件主義のフランス法的理解

対抗要件主義の母法国フランスにおいても、1855年登記（謄記）法で対抗要件主

義が導入された当初には、相対的（関係的）ないし不完全な権利移転を論ずる見解

が存在していた。しかし、今日のフランス法学説は、A→Bの第１譲渡の結果、譲

渡人Aは完全な無権利者となっており、対抗要件主義の規定は、無権利者Aから

の権利取得を例外的に認める種々の特別規定のうちの１つと理解している。

（ア）　鎌田薫「公信力」説・滝沢聿代「法定取得－失権」説

そして、かかるフランス法学説の理解を、わが民法177条の解釈論に持ち込んだ

のが、鎌田薫「公信力」説と
（33）

、滝沢聿代「法定取得－失権」説であった
（34）

。

だが、こうしたフランス法的な理解に対しては、星野英一から、次のような批

判が加えられた。フランスでは、1804年民法典による意思主義の宣明から50年後の

1855年謄記法によって対抗要件主義が採用された経緯があるため、対抗要件主義

は、意思主義に基づき第１譲渡の結果無権利者となった譲渡人からの第２譲受人

の権利取得を認める例外法理と理解された。しかし、意思主義と対抗要件主義を同

（32）�　最（１小）判昭和46・３・25民集25巻２号208頁、最（１小）判昭和47・７・６判時687号34頁、最（３
小）判昭和48・１・26民集27巻１号51頁、最（大）判昭和49・10・23民集28巻７号1473頁、最（１小）
判昭和50・７・17民集29巻６号1080頁、最（３小）判昭和50・９・９民集29巻８号1249頁など。権利
変動が「確定的」か否かという不完全物権変動説的な説明もまた、権利移転型担保の法的構成につ
き所有権的構成（所有権の分割帰属構成）を採用したことによる必然的な帰結である。

（33）�　鎌田薫「不動産二重売買における第２買主の悪意と取引の安全――フランスにおける判例の
『転換』をめぐって」比較法学９巻２号（1974年）31頁。

（34）�　滝沢聿代「物権変動における意思主義・対抗要件主義の継受（１）～（５・完）」〔初出〕法
学協会雑誌93巻９号（1976年）、11号、12号、94巻４号（1977年）、７号��〔所収〕『物権変動
の理論』（有斐閣、1987年）15頁。
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時に立法した日本においては、両者間の原則・例外の関係は成り立たず、結局「177

条と178条の明文によって、二重譲渡が可能にされている」と説明すれば足り、「そ

れ以上に、公信力説とか、法定証拠説とか、いろいろむずかしいことを言う必要

が��あるのかどうかについて、私は深い疑問を持つものです
（35）

」。「177条の存在が

二重譲渡を法律上も可能にしたことになります。��177条が入ったということは、

二重譲渡を可能にしたことであり、買主の取得した権利も登記のない限り第三者に

対抗できない、いわば不完全な物権でしかないものです。したがって、敢えて説明

しようとすれば、甲〔譲渡人〕には、第三者に売って第三者に登記を備えさせるこ

とのできる地位というか、権利が残っている、とでもいえばよいでしょうが、とに

かく176条だけしかない場合のように無権利になってしまうわけではないはずです

〔＝「権利者からの取得」構成〕。したがって、甲に何が残っているかなどというこ

とを議論する必要もないと思います。要するにそういうものだといえばすみます。

��一言つけ加えれば、〔177条の規定も〕先ほどの94条２項とか、96条３項と同じ

ようなもの〔＝「無権利者からの取得」を例外的に認める特別規定のうちの１つ〕

だと考えればいいということでしょう。私は根本的にはそのような説明すらいらな

いと考えております。むずかしい理屈を言うまでもなく、沿革を考えれば、極めて

簡単に理解できることではないだろうかと思うのです
（36）

」。

これに対して、鎌田薫は、次のように反論する。①176条と177条の原則・例外関

係は、単なる歴史的経緯・沿革の問題ではなく、もっぱら「理論上」の問題であ

る
（37）

。また、②「現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明すること

こそ法解釈学の任務である」「体系的・論理的推論の結果導かれる結論のみが『正

しい』結論であって」、星野英一や鈴木禄弥らの唱える「法定制度」論（条文がその

ように定めているのだから、それ以上の説明は不要とする見解）には説得力がない
（38）

。

（35）�　星野英一「日本民法の不動産登記制度」〔初出〕国民と司法書士（全国青年司法書士連絡協議
会会報）臨時増刊号（1980年）��〔所収〕『民法論集（第６巻）』（有斐閣、1986年）106頁。

（36）�　星野英一「物権変動論における『対抗』問題と『公信』問題」〔初出〕法学教室38号（1983年）
��〔所収〕『民法論集（第６巻）』前掲注（35）147-148頁。

（37）�　鎌田薫「フランスにおける不動産取引と公証人の役割――『フランス法主義』の理解のため
に（２）」早稲田法学56巻２号（1981年）15頁注（22）。

（38）�　鎌田薫「二重譲渡の法的構成」内田貴＝大村敦志（編）『民法の争点（新・法律学の争点シリー
ズ１）』（有斐閣・ジュリスト増刊、2007年）97頁。
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（イ）　検討

上記のうち、①の反論は、②の「体系的・論理的推論の結果導かれる結論」であ

るが、「条文で結論が決まっているのだから説明は不要」という「法定制度」論の

主張は、法律学が「科学」から遠く離れていることを、図らずも証明している。自

然科学の領域では、ある一定の事象（たとえば素粒子の存在や宇宙の膨張など）に対

して、観測と理論の両面から検討が加えられるが、「法定制度」論は、一定の現存

する事象（ここでは法律の規定）に対する理論の探究を、当初より放棄しているか

らである。数学者たちは、ある一定の結論を導く種々の証明の中でも、最も説得力

ある証明に対して、「美しい定理」「エレガントな証明」といった文学的な表現をす

る
（39）

。これと対照的に、法律学の領域では、「どの見解に立ったとしても結論的に差

異なし」などといった論評が加えられるが、しかし、結論的に差異がないのは、数

学や理論物理学においても同様であり、問題は、いずれの見解が説得力のある説明

か（「エレガント」で「美しい」説明か）である。

なお、高森八四郎は、星野説に賛成して、次のように述べていた
（40）

。

　　�　星野教授の説明に私見も賛成である。非常にわかり易い説明で、フランス法

の流れを承継したわが国の176条と177条（178条も）の関係が明らかになってい

る。そこで私は、講義において、上の関係を説明するために、千手観音になぞ

らえて話しをしている。千手観音は人間に似せて普通に目に見える形では二本

の手だけであるが、その衆生救済の理念において、その救いの手は無数にある

（千手とは無数の意味）と考えられている。このことを二重譲渡の問題にあては

めるなら、次のようにいえるのである。

　　�　「176条と177条とを素直に読めば、（観念的な）物権移転は二重にも三重にも

（39）�　バーカード・ポルスター（著）・青木薫（訳）『Q.E.D.――証明が生みだす美の世界』（ランダ
ムハウス講談社、2005年）、星徹郎「定理の美しさを実感させる授業――中点連結定理～三平方
の定理」日本数学教育学会誌90号（2008年）257頁、数学書房編集部（編）『この定理が美しい』

（数学書房、2009年）、伏見陽児＝立木徹「“ピタゴラスの定理”の証明法のどのような側面に美
しさを感じるのか？」おおみか教育研究15号（2012年）13頁、伏見陽児＝立木徹「“ピタゴラス
の定理”の証明法の複数提示がその美しさの受けとめに及ぼす影響」教授学習心理学研究10巻１
号（2014年）１頁、山本哲朗「数学雑話――多彩な定理とエレガントな証明たち（１）～（４・
完）」数理科学54巻１号（2016年）57頁、３号68頁、５号68頁、７号68頁。

（40）�　高森八四郎＝高森哉子『物権法講義（第１分冊・物権法総論）』（関西大学出版部、1998年）24頁。
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行うことができ、多重譲受人は各々、譲渡人に対しては物権者として自己を主

張しうるが、譲受人間では登記がなければ、自己が物権者であると主張するこ

とはできない、ということになろう。この（観念的な）物権変動の多重性の肯

定を千手観音になぞらえたのである。」

しかし、「筆者は、『権利者からの取得』構成のこのような説明に対して、まった

く説得力を感じない（本物の千手観音は、そもそも二重譲渡などという悪行は働かない

と思う
（41）

）」。「法定制度」論（＝「千手観音」理論）は、法律学を「科学」と自称でき

る程度に、美しくもなければエレガントでもない。そして、この点は、不完全物権

変動説その他の「権利者からの取得」構成に関しても同様である。

（２）　対抗要件主義の要件論

だが、フランスを参照する学説の側にも、悩ましい問題が存在した。それは、対

抗要件主義の要件のうち、ア「物権変動」要件に関して、フランス法が意思表示制

限説に立っている点と、イ「第三者」要件に関して、フランスの判例が善意悪意不

問説ないし背信的悪意者排除説（フロード説）と悪意者排除説（フォート説）の間で

揺れ動いていた点である。

ア　「物権変動」要件

（ア）　フランス法

フランスの登記制度は、基本的には契約証書を編綴してゆくシステムであること

から、公示をしなければ対抗できない権利変動原因は、必然的に契約に限定される。

なお、公示能力のある証書の種類・範囲は、①契約証書のほか、②契約の無効・取

消し・解除の裁判証書、③相続・遺贈に関する公証人の確認証書、④時効取得の判決

証書にも拡張されているが、①のほかに、公示の懈怠に対して対抗不能の制裁を課す

旨の規定が設置されているのは②のみで、③・④に関しては規定が存在しない。わが

国の議論に揃えていえば、②「取消しと登記」「解除と登記」の論点に関しては登記

必要説であるが、③「法定相続と登記」「遺贈と登記」ならびに④「取得時効と登記」

の論点に関しては登記不要説ということになり、③・④に関する第三者保護は、対抗

要件主義は別個の無権利者からの取得者保護制度である、表見所有者からの取得者を

（41）�　七戸克彦「相続と登記――物権変動の一般理論の試金石としての」月報司法書士521号（2015
年）14頁。
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保護する判例法理（わが国の民法94条２項類推適用法理に相当）が用いられる。

（イ）　現行日本法

フランス法と同様の契約証書の公示制度を予定していたボワソナード旧民法の処

理も、上記と同様のものとなるが、これに対して、現行民法の起草者は、「物権変動」

要件・「第三者」要件とも無制限説を採用し、明治41年大審院民事連合部判決は、「物

権変動」要件に関して無制限説を維持した。

（ウ）　判例

　①　昭和38年「共同相続（法定相続）と登記」最高裁判決――もっとも、明治41

年判決は隠居による生前相続の事案であり、フランス法や旧民法と同様、これを意

思に基づく物権変動と解する余地も存在した。しかし、その後、大判大正９・５・

11民録26輯640頁は、遺産相続の事案につき、「当事者ノ意思表示ニ在ルト将タ相続

ニ在ルト又相続カ被相続人ノ隠居ニ因ル場合ナルト将タ其死亡ニ因ル場合ナルト

ヲ区別セスシテ同条〔177条〕ノ規定ヲ適用スヘキモノト解スルヲ相当トス」とし、

学説においても、所有権の章の共有における共有持分の弾力性（民法255条）を根拠

として
（42）

、あるいは遺産共有の法的性質に関する合有説を根拠として
（43）

、177条の適用

を肯定する見解が存在した。

ところが、最（２小）判昭和38・２・22民集17巻１号235頁は、177条不適用の立

場へと判例変更を行った。事案は、被相続人Aの遺産である本件不動産をB・C・

C’・C’’が共同相続したが、Bの夫B’が、Cらの相続放棄申述書を偽造して、Bの単

独相続登記を経由したうえ、B名義でGらとの間で債権担保目的の売買予約を締結

し、Gらが所有権移転請求権保全仮登記を経由したため、CらがGらに対して提起

した抹消登記手続請求訴訟であり、原審が、Cらの相続放棄の不存在を認定したう

え、Cらの共有持分に関する仮登記の部分を抹消する意味において、更正登記手続

を命じたことから、Gらが上告したもので、直接の争点は、民事訴訟法の「申立事

（42）�　我妻栄『物権法（民法講義Ⅱ）〔改版〕』（岩波書店、1952年）75頁、舟橋諄一『物権法』（有斐閣、
1960年）168頁。

（43）�　我妻・前掲注（42）76頁。なお、①昭和38年判決以下の判例登場後の発刊である我妻栄（著）・
有泉亨（補訂）『新訂・物権法（民法講座Ⅱ）』（岩波書店、1983年）111頁以下、318頁以下、我
妻栄（著）・幾代通＝川井健（補訂）『民法案内３物権法・上』（勁草書房、2006年）83頁以下で
は、補訂者による修正が加えられている。
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項と判決事項」の論点（抹消登記手続請求に対して更正登記手続を命ずる判決をするこ

との可否）にあるが、判旨は次のようにいう。

　　�　相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の

乙〔B〕ならびに乙〔B〕から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙〔G〕

に対し、他の共同相続人甲〔C〕は自己の持分を登記なくして対抗しうるもの

と解すべきである。けだし乙〔B〕の登記は甲〔C〕の持分に関する限り無権

利の登記であり、登記に公信力なき結果丙〔G〕も甲〔C〕の持分に関する限り

その権利を取得するに由ないからである（大正８年11月３日大審院判決、民録25輯

1944頁参照）。そして、この場合に甲〔C〕がその共有権に対する妨害排除とし

て登記を実体的権利に合致させるため乙〔B〕、丙〔G〕に対し請求できるのは、

各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲〔C〕の持分について

のみの一部抹消（更正）登記手続でなければならない（大正10年10月27日大審院判

決、民録27輯2040頁、昭和37年５月24日最高裁判所第１小法廷判決，裁判集60巻767頁

参照）。けだし右各移転登記は乙〔B〕の持分に関する限り実体関係に符合して

おり、また甲〔C〕は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過

ぎないからである
（44）

。

（44）�　本同判決については、さしあたり引用されている３つの判例との関係で、以下の点を指摘し
ておきたい。

　　�　第１に、本判決の引用判例は、いずれも民事訴訟法上の「申立事項と判決事項」の論点に関
する判決であるが、このうち「無権利の法理」の先行判例として引用されているⓐ大判大正８・
11・３民録25輯1944頁は、本判決と異なり、A→B→Gらの単独所有権移転登記の全部抹消を肯
定している。しかも、その理由は、249条以下の共有の法的性質に関する単一説の立場によるも
ので（所有権の移転と地上権の移転がまったく別物であるのと同様、単独所有権の移転と共有
持分の移転は別物であり、所有権移転登記が地上権設定登記の限りで有効とされないのと同様、
単独所有権の移転登記は全部無効となる、というもの）、「無権利の法理」の論理（A→Cの持分
移転〔ここではCの法定相続分の取得〕後の、同持分に関するAの無権利を理由に、A→Bの持
分取得は「正当な権原」に当たらないとする法理）とは完全に別物である。

　　�　第２に、ⓑ大判大正10・10・27民録27輯2040頁とⓒ最（１小）判昭和37・５・24裁判集民事60
号767頁は、昭和38年判決と同じく、登記の全部抹消請求に対して、持分の限りでの一部抹消で
ある更正登記請求を肯定するが、しかし、ⓑ大正10年判決が、昭和38年判決と同じ遺産共有の
事案であるのに対して（なお、前記ⓐ大正８年判決も同じく遺産共有の事案であった）、ⓒ昭
和37年判決の共有者B・Cは夫婦であり、しかも、B・Cの共有関係の発生原因――前主A→B・
C夫婦の権利取得が㋐前主Aの意思に基づくもの（B・Cの共同購入など）か、㋑前主Aの意思
に基づかないもの（B・CともAの遺産相続人だった場合など）か――について、判例集はまっ
たく言及していない（なお、判例集の記載からは、登記名義がB・C共有名義だったのか、Bあ
るいはCの単独所有名義だったのかも明らかではない）。となれば、判例の立場は、民法249条
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　②　昭和39年「遺贈と登記」最高裁判決――だが、その一方で、翌昭和39年、最

高裁は、「遺贈と登記」の事案に関して、177条を適用する判断を下した（最（２小）

判昭和39・３・６。→Ⅱ１（１）イ（ウ））。事案は、相続人に対する特定遺贈の事例

で、AがB・Cら計５名の共同相続人に本件不動産を遺贈したが、Bの債権者Gが、

Bの持分（４分の１）につき強制執行に及んだため、Aの遺言執行者が提起した第

三者異議訴訟で、判旨は、「被相続人の生前譲渡（贈与）と登記」に関する最（３小）

判昭和33・10・14（→Ⅱ１（１）イ（ウ））を引用しつつ、遺贈も「意思表示によっ

て物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるところはない」と説示する。

　　�　不動産の所有者が右不動産を他人に贈与しても、その旨の登記手続をしない

間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず、所有者は全くの無権利者とはならな

いと解すべきところ（当裁判所昭和31年（オ）1022号、同33年10月14日第３小法廷

判決、集12巻14号3111頁参照）、遺贈は遺言によって受遺者に財産権を与える遺

言者の意思表示にほかならず、遺言者の死亡を不確定期限とするものではある

が、意思表示によって物権変動の効果を生ずる点においては贈与と異なるとこ

ろはないのであるから、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とす

る所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じないもの

と解すべきである。

　③　昭和42年「相続放棄と登記」最高裁判決――他方、同じく意思的要素の認め

られる物権変動でも、相続人の行為である相続放棄の事案に関して、最（２小）判

昭和42・１・20民集21巻１号16頁は、177条の適用を否定した。事案は、Aの共同

相続人Bら２名・Cら５名の計７名のうち、Cら５名が相続放棄の申述をしたが、

Cの債権者Fらが本件不動産上のCの持分（９分の１）につき仮差押えの手続に及

んだため、Bら２名がFらに対して提起した第三者異議訴訟で、判旨は、相続放棄

については、熟慮期間の制限（民法915条）と絶対的遡及効（938条）の規定の存在を

理由に、Bらは登記がなくてもFらに対抗できるとする。

以下の共有であるか遺産共有ないし夫婦財産共有であるかの別を問わず、およそ共同所有一般
につき、共同所有者の一方（B）が、他方（C）の持分を第三者（G）に譲渡した場合には、B
はGに対して自己の持分を主張できると述べているだけで、これは単純なる物権的請求権の行
使問題であって、対抗要件主義の適用問題ではない（対抗要件主義は、Bの持分の主張に対して、
Gが、Bと共通の前主〔A〕からCが持分を取得したと主張してはじめて問題となる）。
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　　�　民法939条１項（昭和37年法律第40号による改正前のもの）「放棄は、相続開始

の時にさかのぼってその効果を生ずる。」の規定は、相続放棄者に対する関係

では、右改正後の現行規定「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初

から相続人とならなかったものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、民法

が承認、放棄をなすべき期間（同法915条）を定めたのは、相続人に権利義務を

無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようと

したものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると（同法938

条）、相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれ

ることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効

力を生ずると解すべきである。

　④　昭和46年「遺産分割と登記」最高裁判決――だが、同じく相続人の意思に

基づく物権変動である遺産分割に関して、最（３小）判昭和46・１・26民集25巻１

号90頁は、177条を適用した。事案は、被相続人Aの遺産のうち甲土地と同地上の

乙建物ならびに丙土地（いずれも未登記）に関して、共同相続人B・Cら計11名のう

ちBら７名の共有（持分各７分の１）とする旨の遺産分割調停が成立したが、その

旨の登記が経由されないうちに、甲土地と乙建物についてはCほか１名の債権者

F、丙土地についてはCの債権者F’の仮差押えにより、それぞれ法定相続分に基づ

く所有権保存登記がされたうえ、Cらの持分上にFらの仮差押登記が経由されたた

め、BらがFらに提起した持分更正登記手続請求訴訟で、判旨は、前記③相続放棄

の場合との違いを強調する。

　　�　遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものではある

が、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権

利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、

不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法

177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その

旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対

し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。

　　�　論旨は、遺産分割の効力も相続放棄の効力と同様に解すべきであるという。

しかし、民法909条但書の規定によれば、遺産分割は第三者の権利を害するこ
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とができないものとされ、その限度で分割の遡及効は制限されているのであっ

て、その点において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは、同一に論じえな

いものというべきである。遺産分割についての右規定の趣旨は、相続開始後遺

産分割前に相続財産に対し第三者が利害関係を有するにいたることが少なくな

く、分割により右第三者の地位を覆えすことは法律関係の安定を害するため、

これを保護するよう要請されるというところにあるものと解され、他方、相続

放棄については、これが相続開始後短期間にのみ可能であり、かつ、相続財産

に対する処分行為があれば放棄は許されなくなるため、右のような第三者の出

現を顧慮する余地は比較的乏しいものと考えられるのであって、両者の効力に

差別を設けることにも合理的理由が認められるのである。そして、さらに、遺

産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して、相続

人の持分につき第三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多

く予想されるところであって、このような第三者をも保護すべき要請は、分割

前に利害関係を有するにいたった第三者を保護すべき前示の要請と同様に認め

られるのであり、したがって、分割後の第三者に対する関係においては、分割

により新たな物権変動を生じたものと同視して、分割につき対抗要件を必要と

するものと解する理由があるといわなくてはならない。

（エ）　学説

明治41年民事連合部判決の「物権変動原因」無制限説にもかかわらず、177条の

適用される典型として「二重譲渡」が挙げられることからも知られるように、判例・

学説は、177条を解釈する際の暗黙の前提として、常に意思表示による物権変動を

中心に据えていた。

なお、現行日本法は、フランス法・旧民法と異なり「契約」（契約証書）の公示制

度を採用しておらず、かつ、民法176条には単に「意思表示」とだけあるため、遺

贈につき対抗要件主義の条文をもたないフランス法と異なり、「遺贈」を「贈与」

と同視して対抗要件主義に服する物権変動原因とすることに抵抗はなかった（前記

②昭和39年判決��戦前の判例〔→Ⅱ１（１）イ（イ）①・②〕を変更）。

一方、前記①昭和38年判決は、意思的要素のまったく認められない権利変動で

あるところの「法定相続」に関して、対抗要件主義の不適用を明言した。しかし、
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学説は、「物権変動」要件につき、フランス法的な「意思表示」制限説に回帰する

ことはなく、明治41年判決の判断枠組を維持して、対抗要件主義不適用の結論を、

もっぱら「第三者」要件の側から説明した。それが今日における「無権利の法理」「対

抗の法理」の振り分け論の到達点であって、今日の判例・学説は――、

①�　法定的な物権変動については、即時完全に移転効果が発生して、譲渡人は無権

利者となり、この者からの取得者は、無権利者からの譲受人であって、「正当な

利益」（「正当な権原」）を有する「第三者」には当たらないが、

②�　意思表示に基づく物権変動については、段階的・関係的（＝相対的）・不完全な

物権変動となるため、譲渡人は無権利者とならず、この者からの譲受人は「正当

な利益」（「正当な権原」）を有する「第三者」に当たる（→Ⅱ１（１）イ（ウ））

――との説明を行う。

しかし、この立論において問題となるのは、①法定相続を典型とする意思によら

ない法定的取得と、②契約を典型とする意思に基づく権利取得を両極として、その

中間に位置するもの――①直接には条文の定める法定的な効果ではあるが、②当該

条文の要件中に当事者の意思的要素が含まれているもの――の取扱いである。

なお、法定的な権利取得の中には、ⓐ遡及効が問題とならない場合もあるが、ⓑ

効力を遡及させる旨の規定が存在する場合もある。そして、ⓑの場合について判

例・学説が用いているのが、㋐「遡及効徹底」構成と㋑「復帰的物権変動」構成の

振り分け論であった。すなわち、明治41年判決の「物権変動原因」無制限説の立場

にあっても――、

㋐�　遡及効徹底構成に立って、そもそも物権変動が存在していないと評価した場合

には、177条の「物権変動」要件を欠くのに対して、

㋑�　復帰的物権変動構成に立った場合には、177条の「物権変動」要件は充足する

ので、その結果、要件判断は「第三者」要件の側に持ち越され、「正当な利益」

の客観的側面（「正当な権原」）の判断に関して――、

ⅰ　「無権利の法理」（「無権利者からの取得」構成）と、

ⅱ　「対抗の法理」（「権利者からの取得」構成）の振り分けが行われる

――という振り合いになる。そして、この２段階の振り分け（「物権変動」要件に関

する㋐・㋑の振り分けと、「第三者」の客観的要件（「正当な権原」）に関する(i)・(ii)の振り

161（87－1－161）
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分け）の際の考慮要素として重要視されてきたのが、手続の容易性・厳格性と、第

三者保護規定の存否であった。前記判例③相続放棄と④遺産分割に関する処理の違

いは、以上のような判断枠組で行われたものであり（→Ⅱ１（１）イ（イ）①「取消

しと登記」についても同様）、そして、この点は、学説においても異なるところはない。

（オ）　「相続させる」旨の遺言に関する判例

前記（ウ）①～④の判例の処理に関して、学説の多くは賛成説に立った。ところ

が、平成期に入って登場した、いわゆる「相続させる」旨の遺言をめぐる最高裁判

決に対して、学説は猛烈に反発した。

　⑤　平成３年「『相続させる』旨の遺言」最高裁判決――事の発端は、「相続さ

せる」旨の遺言の解釈に関する最（２小）判平成３・４・19民集45巻４号477頁の

説示であった。事案は、被相続人A（共同相続人B・C・C’）が遺した次のような一

連の遺言につき（なお、Bの夫B’も名宛人となっている）――、

⑴　土地３～６は「B家一家の相続とする」

⑵　土地１、２は「Bの相続とする」

⑶　土地７は「B’に譲る」

⑷　土地８のA所有持分を「C’に相続させてください」

――遺言の効力を争うCらに対して、Bらが提起した所有権ないし持分確認請求訴

訟で、原審は、遺言⑴の「B家一家」のうちBの夫B’に関する部分および遺言⑶は

遺贈であるが、その余の遺言は遺産分割方法の指定と解釈したため、Cが上告。判

旨は次のように述べる。

　　�　遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意

思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあ

るが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の

事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなく

して、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解

釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかで

あるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そ

して、右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に

単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被

（法政研究�87－1－160）160
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相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであっ

て、民法908条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができ

るとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相

続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするため

に外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう

遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、

これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このよ

うな遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当

該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の

承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続

人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要

せずして、被相続人の死亡の時（遺言の効力の生じた時）に直ちに当該遺産が当該

相続人に相続により承継されるものと解すべきである。

しかし、遺言書に「相続させる」旨の記載を行う意図は、受益相続人が「相続」

を原因とする登記ができる点にあった。相続を原因とする登記は、ⓐ相続人の単独

申請が認められ、ⓑ遺産分割協議書等の添付が不要であるほか、同判決当時には、

ⓒ遺贈の登記よりも登録免許税が格段に安かったからである。そのため、学説にお

いては、「相続させる」旨の遺言は、遺贈と解するべきで、相続と解するべきでは

ないとして、同判決に反対する見解が多かった。

⑥　平成５年「相続分指定遺言と登記」最高裁判決――なお、上記⑤判決の遺

言と異なり、「全財産をBに相続させる」旨の遺言に関しては、遺産分割方法の指

定と相続分の指定の２つの性質を併有する
（45）

。そして、このうちの相続分の指定に

関して、177条の適用の可否が争われたのが、最（２小）判平成５・７・19（→Ⅰ１

（１））である。本件被相続人Aは、B・B’・C・C’の４人の共同相続人（法定相続分

各４分の１）につき、Bの相続分を80分の13、B’の相続分を80分の９に縮減する一

方、Cの相続分を８分の21、C’の相続分を80分の37に拡張する内容の相続分指定遺

言をしたが、遺言内容につき相続人間に争いがあったため、とりあえず本件土地に
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（45）�　最（３小）判平成21・３・24民集63巻３号427頁。
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関しては法定相続分の割合で相続登記をした後、相続税の支払を担保するため大蔵

省（D）の抵当権を設定した。ところが、Bは、指定相続分を上回る法定相続分の

持分登記があることを利用して、法定相続分４分の１の持分をGに売却し、Gは持

分移転登記を経由した。だが、その後、Cが相続税を滞納し、大蔵省（D）は抵当

権を実行して本件土地を公売に付した結果、Gは持分を喪失したことから、GがC

に対して、民法372条・351条に基づき持分相当価格の求償金を請求する本件訴訟を

提起。争点は、Gが取得した持分が、Bの法定相続分４分の１か、指定相続分80分

の13かであるが、判旨は、前記（ウ）①「共同相続と登記（法定相続分を超える譲渡

と登記）」に関する昭和38年判決を引用しつつ、B→Gの持分譲渡のうち、Bの指定

相続分を超える部分について「無権利の法理」を適用した。

　　�　Bの登記は持分80分の13を超える部分については無権利の登記であり、登記

に公信力がない結果、Gが取得した持分は80分の13にとどまるというべきであ

る（最高裁昭和35年（オ）第1197号同38年２月22日第２小法廷判決・民集17巻１号

235頁参照）。

だが、B（およびB’）の指定相続分を超える部分は、すなわちC（およびC’）が取

得した法定相続分を超える指定相続分部分にほかならないから、結局、本判決は、

前記（ウ）①「法定相続分と登記」と同様、「指定相続分と登記」に関しても、登

記不要説に立ったことになる。

⑦　平成14年「遺産分割方法指定遺言と登記」最高裁判決――他方、「相続させる」

旨の遺言に関しても、最（２小）判平成14・６・10（→Ⅰ１（１））は、前記⑤平成３

年判決および①昭和38年判決・⑥平成５年判決を引用しつつ、登記不要の結論に立っ

た。事案は、被相続人Aが、共同相続人B・Cのうち、Bに全財産を「相続させる」

旨の遺言をしたが、Bが本件不動産につき登記を経由しないうちに、Cの債権者Fら

がCの法定相続分につき仮差押えおよび強制執行の手続に及び、B・Cの法定相続分

の登記ならびにCの持分に関するFらの仮差押登記・差押登記が経由されたため、B

がFらに対して提起した第三者異議訴訟で、判旨は以下のように説示する。

　　�　特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のな

い限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当

該相続人に相続により承継される（最高裁平成元年（オ）第174号同３年４月19日

（法政研究�87－1－158）158
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第２小法廷判決・民集45巻４号477頁参照）。このように、「相続させる」趣旨の遺

言による権利の移転は、法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質におい

て異なるところはない。そして、法定相続分又は指定相続分の相続による不動

産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することが

できる（最高裁昭和35年（オ）第1197号同38年２月22日第２小法廷判決・民集17巻１

号235頁、最高裁平成元年（オ）第714号同５年７月19日第２小法廷判決・裁判集民事

169号243頁参照）。したがって、本件において、被上告人は、本件遺言によって

取得した不動産又は共有持分権を、登記なくして上告人らに対抗することがで

きる。

（カ）　民法899条の２の立法担当者の見解

以上の経緯を踏まえたうえで、平成30年民法（相続関係）改正で新設された899条

の２をめぐる議論に立ち戻ろう。

特定財産承継遺言および相続分指定遺言について対抗要件主義を適用しない判例

（→（オ）⑥・⑦）の立場については批判が強かったから、対抗要件を適用する立場

に変更すること（→Ⅰ１（１）②）それ自体については、異論はないであろう。

しかし、問題は、899条の２の規定の仕方であって、特定財産承継遺言と相続分

指定遺言についてだけ立法による判例変更の手当てを行い、それ以外の論点に関し

ては、すべて従前通り177条・178条・467条の解釈論に委ねる趣旨であったのなら、

その趣旨が明確に伝わるような条文の体裁にすればよいものを、実際の条文の文言

は、同条の適用範囲を特定財産承継遺言と相続分指定遺言に限定する書きぶりには

なっておらず、その結果、同条の適用範囲――したがってまた177条・178条・467

条との間の守備範囲の分担関係――が不明瞭である。

①　意思表示制限説＝本人側の帰責性に比重を置く説明――そこで、立法者の意

図した899条の２の適用範囲を探るため、法制審議会民法（相続関係）部会における

事務当局の説明を見てみると――、

　初期の段階での説明には、次のようにあった
（46）

。

　　�　このような方策〔＝特定財産承継遺言と相続分指定遺言に対抗要件主義を適

157（87－1－157）

（46）�　「部会資料５相続法制の見直しに当たっての検討課題（4）～その他の見直しについて～」第
３-２（７-８頁）��七戸・前掲注（３）①174頁。
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用すること〕を講ずる場合には、相続による権利取得（包括承継）でありなが

ら①のような規律〔＝899条の２の当初案〕を設けることの理論的根拠をどの

ように説明するかが問題となるが、取引の安全の確保等の政策的理由に加え、

少なくとも相続人の法定相続分を超える部分については、遺言という意思表示

があって初めて権利変動が生ずるものであり、必ずしも他の意思表示による権

利変動と取扱いを異にすべき必然性はないと考えられること等にその根拠を求

めることが考えられる。

すなわち、改正法成立後の立法担当者の解説が唯一掲げる「取引の安全の確保等

の政策的理由」（→Ⅰ１（２））に加えて、「他の意思表示による権利変動と取扱い

を異にすべき必然性はない」点が挙げられていたのである。

これに対して、審議が後半に入ってからの説明は、次のようなものになる
（47）

。

　　�　包括承継である相続による権利変動のうち対抗要件主義の適用対象外とする

のは、相続開始の事実や被相続人との身分関係によって客観的に定まる法定相

続分の割合に従ったものに限定し、包括承継の性質を有するものであっても、

意思表示が介在し、被相続人による処分性が認められるものについては対抗要

件主義の適用対象とすることにも十分な合理性がある。

「包括承継の性質を有するものであっても、意思表示が介在し、被相続人による

処分性が認められるもの」については、新規創設規定（899条の２）が適用されると

なれば、包括遺贈のうち、受遺者が相続人である場合については、177条（・178条・

467条）ではなく、899条の２が適用される振り合いになるのであろうか。

さらに、改正法成立後の座談会において、部会委員であった沖野眞已は、次のよ

うに述べる
（48）

。

899条の２の規定によると、法定相続分を超える場合で、しかもそれが遺言による

点で、一種、意思的な物権変動や、二重譲渡的な状況をそこに見いだしていると説明

できるように思われます。

以上の立法関係者の説明は、対抗要件主義に服する権利変動を、意思に基づく権

（法政研究�87－1－156）156

（47）�　「部会資料17遺言制度に関する見直し」第２-１（６頁）��七戸・前掲注（３）①176頁。
（48）�　沖野眞已＝堂薗幹一郎・（聞き手）道垣内弘人「（座談会）相続法の改正をめぐって」ジュリ

スト1526号（2018年）17頁。
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利変動と捉える発想に、著しく傾斜している（→Ⅰ１（１）③）。

②　変動原因無制限説＝第三者の信頼に比重を置く説明――ところが、改正法成

立後の立法担当者の解説（→Ⅰ１（２））には、上記のような意思表示制限説的な

説明は、一切登場してこない。そこではもっぱら被相続人の債権者ならびに債務者

の法定相続分に応じた債権・債務が存在するとの信頼の保護のみが語られ、そして

この利益状況が遺産分割と一致していることから、899条の２第１項に「遺産の分

割によるものかどうかにかかわらず」の文言を挿入した旨の説明が行われている。

かかる説明に従った場合には、899条の２の射程距離は、意思的要素が介在する権

利変動であるか否かにかかわらず、被相続人の債権者および債務者の法定相続分に

対する信頼が認められる場合全般に及ぶということになろう。

しかし、改正法成立後の立法担当者の解説も、「無権利の法理」「対抗の法理」の

振り分け論に立脚しているところ（→Ⅱ１（１）ア（イ））、この理論に関する従来

の判例・学説の立場は、①「無権利の法理」の適用される典型例として、法定相続

に代表される意思的要素の存在しない法定的な物権変動を、また、②「対抗の法

理」の適用される典型例として、契約（売買・贈与等）に代表される意思に基づく

権利変動を両極に配置したうえ、③その中間に位置する意思的要素の介在する法定

的な権利変動については、①当該効果が法定された趣旨と②意思的要素を介在させ

た趣旨を総合考慮して、①「無権利の法理」・②「対抗の法理」のいずれかに決す

る、というものであった（→Ⅱ１（２）ア（エ））。このような形で「無権利の法理」

「対抗の法理」で考慮されている意思的要素の問題を、899条の２の立法趣旨との関

係でどのように解するのか、立法担当者の立場は明らかではない。

イ　「第三者」要件

次に、「第三者」要件について。

（ア）　「当事者の法理」「第三者の法理」の振り分け論

「物権変動」要件につき無制限説に立ったとしても、物権変動がないと評価され

る場合には177条が適用されないのと同様、「第三者」要件につき仮に無制限説に

立ったとしても、「第三者」すなわち「当事者およびその包括承継人以外の者」で

はないと評価された場合には177条は適用されない（「当事者の法理」）。

①　包括承継人――したがって、Aの法定相続人B・Cは、いずれも当事者Aの

155（87－1－155）
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包括承継人であるから、法定相続・遺言相続のいずれの場合においても、B・Cは

相互に「第三者」ではないので、両者間に177条は適用されない。

一方、法定相続人以外の者B’への遺贈のうち、包括遺贈に関しては、受遺者B’

も当事者Aの包括承継人、相続人Cも当事者Aの包括承継人であるから、B’・Cは

相互に「第三者」ではない。だが、これに対して、特定遺贈に関しては、受遺者B’

にとって当事者Aの相続人Cは「第三者」でないが、Cにとって当事者Aの特定承

継人B’は「第三者」である。同様に、被相続人Aの一般債権者（相続債権者）Dに

とって、当事者Aの相続人Bは「第三者」ではないが、Bから見れば、当事者Aの

包括承継人ではないDは「第三者」である（なお、一般債権者であるDが「正当な利益」

を有する第三者に当たるかについては、後記（イ）①参照）。

②　転々譲渡の前主と後主――なお、学説の中には、A→B→Cの転々譲渡の

前主Aと後主Cの関係は「当事者」の関係に立つと説くものがあるが、A→B、

A→Cの権利変動がともに包括承継でない限り、AとCは相互に「第三者」であり、

ただし、177条の適用に関しては、Cにとって、Aは（中間者Bに対する抗弁事由その

他特段の利益を有していない場合には）登記の欠缺を主張する「正当な利益」のある

第三者に該当しないだけである
（49）

。

③　「時効取得と登記」――「時効取得と登記」に関する５つの判例準則のうち、

第三者が登場しない第１準則の事案（Aの不動産をBが時効取得した場合）に177条が

適用されないのはA→Bが物権変動の「当事者」だからである。しかし、Aからの

特定承継人Cが登場する残り４つの準則においては、Cが時効完成前の譲受人の場

合であっても、「時効の効力は、その起算時にさかのぼる」（144条）ので、時効取

得者Bの占有開始時の所有者がAであれば、Cは常に「第三者」であって、177条

の適用の有無は、第三者Cに「正当な利益」があるか否かで決まる。ところが、判

例・学説は、遡及効の条文に触れることなく、時効完成時を基準に「当事者」「第

三者」の振り分けを行っている。これは、判例・学説が、時効取得者Bの現実の登

記可能時（ないしBの登記懈怠の帰責性の有無）を問題にしているためである。

（法政研究�87－1－154）154

（49）�　最（２小）判昭和36・４・28裁判集民事50号881頁、最（３小）判昭和43・11・19民集22巻12
号2692頁。
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（イ）　「第三者」の客観的要件

一方、「第三者」と認定された者のうち、対抗要件主義が適用される「正当な利益」

を有する第三者に関して、今日の判例・学説は、明治41年民事連合部判決の「正当

な権原」を有する第三者（＝「第三者」の客観的要件）に加えて、第三者の「正当な

権原」取得の際の主観的態様（＝「第三者」の主観的要件）を問題にしている。

①　「正当な権原」を有する第三者――まず、客観的要件に関して、明治41年判

決が「正当ノ権原」を有する第三者として例示していたのは、同一不動産に関する

物権取得者のほか、債権者のうち賃借権取得者・差押債権者・配当加入債権者で

あった（→Ⅱ１（１）イ（ア））。

ここでは、上記以外の債権者――同一不動産に関する特定債権者や一般債権者な

ど――が、177条の「正当な権原」を有する第三者に当たるかが問題となる。とい

うのも、899条の２の立法担当者の解説は、同条の制度趣旨として被相続人の債権

者（相続債権者）保護を挙げていたからである。

学説の中には、明治41年判決が債権者の中でも賃借権取得者・差押債権者・配当

加入債権者だけを挙示していることから、それ以外の債権者は「正当な権原」を有

する第三者に含まない趣旨と解する見解もあるが、しかし、ⓐ第１に、相続債権

者については177条の適用される第三者に当たるとした判例があり
（50）

、ⓑ第２に、お

よそすべての一般債権者についても、民事執行・保全手続との関係で、当該不動産

に関する差押債権者・仮差押債権者になった段階ではじめて「正当な権原」を有す

る第三者になると解することには違和感があるため
（51）

、ⓐ相続債権者については「正

153（87－1－153）

（50）�　大判昭和９・１・30民集13巻93頁��限定承認をした相続人Bが、被相続人Aが行ったPへの
生前譲渡につき、相続債権者Dに対して、Pの「第三者」たる地位を援用した事案。なお、この
場合の限定承認者Bの法的地位の問題に関しては、田高寛貴「相続人の『当事者』性と『第三者』
性の併有に関する一考察――限定承認と相続人不存在をめぐって（１）～（２・完）」民事研
修648号（2011年）２頁、649号18頁参照。

（51）�　①不動産に関する差押えの効力の発生時期は、一般債権者が不動産に対する強制執行（強制
競売または強制管理）の申立てを行い（民事執行法２条）、裁判所の強制競売開始決定・強制
管理開始決定が、ⓐ債務者Cに送達された時点か、ⓑ差押えの登記がされた時点の、いずれか
早い時点である（民事執行法46条・111条）。

　　�　一方、②不動産に関する仮差押えの執行手続には、㋐仮差押えの登記をする方法と、㋑強制
管理の方法があるが、仮差押えの効力の発生時期は、㋐については、ⓑ仮差押えの登記がされ
た時点、㋑については、ⓐ強制管理開始決定が債務者に送達された時点か、ⓑ強制管理開始決
定の登記がされた時点の、いずれか早い時点とされている（民事保全法47条）。

　　�　それゆえ、差押え・仮差押えの効力発生時期が、ⓑ登記時である場合に関しては、差押債権者・
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当な権原」を有する第三者に当たるとする説や、ⓑおよそ債権者一般について「正

当な権原」を有する第三者に当たるとする説もある。

なお、177条および899条の２の限りでいえば、相続債権者Dにとって共同相続人

B・Cは当事者Aの包括承継人であるから、Dは登記なくしてB・Cに対抗できる

地位にある。しかしながら、民事執行・保全手続との関係では、Dの差押え・仮差

押えの登記がされるためには、当該不動産に関して、債務者名義の所有権登記が経

由されていなければならない。それゆえ、Aの相続債権者Dが、法定相続人B・C

のうちCの持分に強制執行しようとする場合に、登記が亡A名義のままであった場

合、Dは、A→B・Cの法定相続分に応じた相続登記をCに代位して申請しておく

必要があり、Cが自己の持分をFに処分してしまった場合には、DとFは相互に177

条の正当な利益（正当な権原）を有する第三者に当たるため、DとFのどちらか先

に持分登記を経由した方が勝つことになる。そして、この点は、Aの特定財産承継

遺言によりBが不動産を単独取得し、これをGに譲渡した場合についても同様であ

り、DとGは相互に899条の２の正当な利益（正当な権原）を有する第三者に当たる

ので、A→B→Gの単独名義の登記と、A→B・C→Fの共有持分の登記の、どち

らか先に経由した方が勝つことになる。

また、Dは被相続人Aの債権者であるから、Aの生前に債務名義を取得している

場合もあり得るが、その場合、Dは、共同相続人B・C両名に対する承継執行文の

付与を受け（民事執行法27条２項）、A→B・Cの法定相続分に基づく相続登記を代

位申請した後、B・C両名の法定相続分について一括して強制執行の申立てをする

のが通常であろう。つまり、相続債権者の債権は、法定相続分ないし指定相続分に

応じた分割債権になるといっても、実際の処理は、後記Ⅲ遺産共有の法的性質の法

的性質に関する「合有」説的な方法で推移する。

（法政研究�87－1－152）152

　　�仮差押債権者は、常に登記を経由した第三者である。これに対して、差押え・仮差押えの効力
発生時期が、ⓐ債務者への送達時である場合には、差押え・仮差押えの効力が発生してから、
ⓑ登記が経由されるまでの間に、タイムラグが存在することになるが、しかし、差押え・仮差
押えの登記は、裁判所の決定に基づき裁判所書記官の嘱託により行われるので（民事執行法48
条１項、民事保全法47条３項・５項）、差押債権者・仮差押債権者としての地位を得てから登
記経由までの期間は非常に短く、しかも、たとえ裁判所書記官による登記の嘱託が遅延したと
しても、差押債権者・仮差押債権者には登記懈怠についての帰責性がないので、177条適用の基
礎を欠く。
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それゆえ、立法担当者が899条の２に関して想定しているところの相続債権者D

とは、共同相続人B・Cのうち、Bは弁済に応じたのに対し、Cだけが弁済を拒絶

している場合ということになり、この場合に、相続財産と相続債務の両方につき、

法定相続分に応じて分割処理する「共有」説的な処理を行う利益状況は、立法担当

者が899の２の保護対象ではないとしていた、相続開始後に非受益相続人Cから権

利を取得したFと変わるところがないようにも思われる。

②　「正当な権原」を有さない第三者――他方、明治41年判決が「正当ノ権原」

を有さない第三者として例示していたのは、同一不動産に関して「正当ノ権原ニ因

ラスシテ権利ヲ主張」する者と不法行為者であった（→Ⅱ１（１）イ（ア））。

このうちの前者に関して発展した「無権利の法理」「対抗の法理」の実相に関し

ては、すでに論じた通りである。なお、改正法成立後の立法担当者の解説は、899

条の２第１項にいう「第三者」の意義に関して、次のように述べていた
（52）

。

899条の２第１項の「第三者」の意義については、177条における確立した判例の解

釈と同様、登記等の対抗要件がない旨の主張をすることについて正当な利益を有する

第三者を意味するものであり、無権利者までこれに含める趣旨ではないから、対抗要

件主義が適用される範囲については、権利の競合等が生ずる場合に限られることにな

る。

この説明にいう「無権利者」の中には、ⓐ同一前主からの取得でない場合（→Ⅱ

１（１）イ（ア））と、ⓑ同一前主からの取得が「無権利者からの取得」と評価され

る場合（→Ⅱ１（１）イ（イ）①）がある。

他方、「権利の競合等が生ずる場合」の典型例は、同一前主から内容の重なる権

利を有効な権原（瑕疵なき権原）に基づいて取得した場合であるが、すでに触れた

ように、第１物権変動A→Bが、意思に基づかない（＝法定的な）物権変動であっ

た場合には、Bへの権利の即時完全移転を認定したうえ、A→Cの第２物権変動に

おけるAの無権利をCの取得権原の瑕疵とする処理が行われることもある（→Ⅱ１

（１）イ（エ）①および㋑(i)）。

151（87－1－151）

（52）�　堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③142頁��堂薗＝野口『一問一答新しい相続法』
前掲注（５）①162頁、堂薗＝神吉「改正登記法の解説（５・完）」前掲注（５）②10頁の記述
に若干修正が加えられている。
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（ウ）　「第三者」の主観的要件

なお、上記のように、立法担当者の解説は、899条の２の「第三者」の意味内容は、

177条の「第三者」に同じとしていたから、177条の「第三者」の主観的要件に関す

る背信的悪意者排除説・悪意者排除説の対立は、899条の２にそのまま持ち込まれ

ることになる
（53）

。

ウ　私見

ここまでの検討を終えた段階で、対抗要件主義の「要件」に関する筆者（七戸）

の立場を明らかにしておく。

（ア）　本人側の要件――登記の欠缺に関する「帰責性」

法制審議会民法（相続関係）部会の初期段階に存在していた説明――対抗要件主

義の適用される権利変動の典型を、意思に基づく権利変動と捉える立場（→Ⅱ１

（２）ア（カ）①）――は、母法フランス法の理解と親和性があり、明治41年民事連

合部判決の「物権変動」無制限説を維持して、もっぱら「第三者」要件で「無権利

者からの取得者」＝「正当な利益」のない第三者、「権利者からの取得者」＝「正

当な利益」のある第三者��という論理に難のある振り分け論を行うよりは、フラ

ンス法と同様、端的に「物権変動」要件に関して意思表示制限説を採用し、意思表

示に基づかない物権変動に関しては、177条は適用されないとして、94条２項類推

適用法理で処理する基本的方向性にも魅力は感ずる。

しかし、その一方で、フランス法学説は、対抗要件制度を、公示を懈怠した者の

帰責性に対する私法上の制裁制度と説明しているところ、この説明それ自体は、公

示の内容が、意思に基づく権利変動か、意思によらない権利変動かとは無関係であ

り、ただ、フランス法の条文が、対抗要件主義の適用される権利変動原因（証書）

の種類を、契約証書ならびに取消し・解除の裁判証書に限定していることから、結

果において、契約（証書）と取消し・解除（裁判証書）については公示の懈怠に帰

（法政研究�87－1－150）150

（53）�　「第三者」の主観的要件をめぐっては、鎌田薫「公信力」説と、滝沢聿代「法定取得－失権」
説の間に、悪意者排除説に立つか、背信的悪意者排除説に立つかの対立があった。一方、フラ
ンスでは、鎌田説が依拠する悪意者排除説（フォート説）への判例変更の後に、背信的悪意者
排除説（フロード説）への揺り戻しが生じた後、2016年民法（債権法）改正で、不動産二重譲
渡の第２譲受人が「善意（bonne�foi）」の場合にのみ保護される旨の明文規定が設置された（1198
条２項）。同条を含め、2016年改正に関しては、別途考察の必要を感じている。七戸「2016年フ
ランス民法改正と物権変動論」法政研究87巻３号（2020年）掲載予定。
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責性があるとされているだけである。

他方、わが現行民法起草者ならびに明治41年民事連合部判決の採用した物権変動

原因無制限説が意図する、公示の要請の貫徹という基本的方向性は是認できる。た

だ、同説にあっても、物権変動の効果の遡及的消滅事例に関しては、そもそも「物

権変動」要件を満たさないので177条は適用されないとの論があり、この論に従っ

た場合、対抗要件主義の適用領域は、法律行為の取消し・解除に対抗要件主義を適

用するフランス法よりも狭くなってしまう。となれば、本人側の要件に関しては、

むしろ177条の「登記をしなければ」の文言の側に比重を置き、物権の「得喪及び

変更」の文言については、現在の登記名義人に対して登記請求権が発生する場合の

典型例を示したものにすぎないと捉え、登記を備えないことに関して帰責性のある

場合には対抗不能の制裁を課し、帰責性のない場合には制裁を課さないと説明した

ほうが、単純明快であるように思われる
（54）

。

（イ）　第三者側の要件――登記の欠缺に関する「信頼」

一方、法改正後の立法担当者の解説は、①本人側の要件（「物権変動」が意思に基

づくか法定的か）については言及することなく、②もっぱら「第三者」要件におけ

る相続債権者らの「信頼」を問題としていた（→Ⅱ１（２）ア（カ）②）。

①立法段階での説明と②立法後の説明の間のニュアンスのずれは、同じフランス

法系の見解でありながら、①当事者の「帰責性」に対する制裁の側面に比重を置く

滝沢聿代「法定取得－失権」説と、②第三者の「信頼」の側面に比重を置く鎌田薫

「公信力」説の違いを想起させる。もっとも、②鎌田説にあっても、「公信力主義と

いう時の公信力概念（ドイツ法主義）と公信力説のいう『公信力』とは異る内容を

有している」される一方
（55）

、①滝沢説にあっても、公示制度の目的が、意思主義によ

る物権変動を知らない「第三者に知らせる」点にあり
（56）

、あるいは「取引の安全を保

149（87－1－149）

（54）�　A→B→Cの譲渡のうちA→B譲渡につき無効・取消し・解除が主張された事案に関しては、
B→Aの権利回復が177条の「物権変動」要件を充たしているかどうかの問題には立ち入らず、
A→Bの取得権原の無効・取消し・解除により、AB間に給付不当利得関係が生じている場合（121
条の２、545条）につき、AのBに対する登記請求権（債権的であると物権的であるとを問わず）
の不行使に帰責性がある場合には177条を適用するとだけ説明しておくことにしたい（これに対
して、AB間に侵害不当利得関係しか成立していない場合には、177条は適用されず、Cの保護
は94条２項類推適用その他の権利外観法理による）。

（55）�　鎌田・前掲注（33）121頁。
（56）�　滝沢・前掲注（34）126頁。
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護する」点にあることにつき異論はないことから
（57）

、①滝沢説と②鎌田説の具体的な

相違個所は、第三者の「信頼」の具体的内容（悪意者排除か背信的悪意者排除か）程

度である。

ところで、「公信の原則」と「公示の原則（＝対抗要件主義）の違いにつき、舟橋

諄一は、ⓐ「積極的信頼」（「公示内容たる物権の現状に対応する権利状態が、存在する

であろうとの信頼」）保護と、ⓑ「消極的信頼」（「公示内容たる物権の現状に変動のな

いかぎり、物権変動は存在しない」との信頼）保護の違いであると述べていた
（58）

。しかし、

この説明は不正確であって、ドイツ民法の登記の公信力（BGB�§�892）は、ⓐ積極

的信頼保護とⓑ消極的信頼保護の両方に適用される規定である。一方、フランス法

系の不動産公示の対抗要件主義のほか、夫婦財産登記や商業・法人登記の効力は、

過去の時代の公簿の公信力（ⓐ＋ⓑ）のうち、ⓑ消極的信頼保護（消極的公示〔＝公信〕

効果）の部分のみを継受したものであり、そして、かかる経緯を踏まえたうえで主

張されたのが、多田利隆「消極的公示主義」構成であった
（59）

。

対抗要件主義の（１）効果論に関しては、94条２項などと同様「無権利者からの

取得」を例外的に認める制度であること、（２）要件論に関しては、登記欠缺に関

する①当事者の「帰責性」と②第三者の「信頼」が要件となっていること――要す

るに、対抗要件主義が「権利外観法理」の中でも「消極的権利外観」のカテゴリー

に属する法理であるとする点において、私見も、鎌田「公信力」説や多田「消極的

公示主義」構成と同一である。

（ウ）　水野紀子「学界回顧」

だが、以上のような対抗要件主義の理解に対して、法制審議会民法（相続関係）

部会の委員でもあった水野紀子は、次のようにいう
（60）

。

　　�　筆者〔七戸〕は、��①当事者の帰責性と②第三者の「信頼」を端的に要件

に据えることで、「相続と登記」の事案に限らず、すべての論点に関する対抗

要件主義の適用の可否の問題を、統一的・整合的に説明できると考えていた

（法政研究�87－1－148）148

（57）�　滝沢聿代「民法177条における悪意者の問題（１）～（２・完）」〔初出〕成城法学13号（1983
年）、14号��〔所収〕『物権変動の理論』前掲注（34）256頁。

（58）�　舟橋・前掲注（42）121頁。
（59）�　諸論稿を収録した集大成として、多田利隆『対抗の法理と信頼保護の法理』（成文堂、2019年）。
（60）�　「2019年学界回顧」「民法（家族法）」前掲注（３）95頁。
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��とする。不法行為における被侵害利益と違法行為の相関関係理論のよう

に、たしかに①と②の二つの要素で説明できるかも知れない。また改正法の結

論は、登記を得た早い者勝ちの結論となるものであって、①と②の総合的判断

からみると、好ましくない結論となり得る場合もあるだろう。しかしここで必

要なのは、事後的な考察によって統一的に説明できるかどうかではなく、現に

その場にいる当事者たちが安心して行動できる制度的な安定である。最も望ま

しい制度的な安定は、相続開始から直ちに確実に行われる遺産分割という清算

手続であるが、それが望めない前提で、せめていくらかでも取引社会に制度的

安定をもたらそうとした立法であったと私は考える。

ここでは、さしあたり以下の３点につきコメントしておきたい。

第１に、「たしかに①〔帰責性〕と②〔信頼〕の二つの要素で説明できるかも知

れない」とされる点については、評者（水野）が、民法（相続関係）部会で「無権

利の法理」「対抗の法理」に立脚した発言をされていただけに、誠に心強い。

第２に、「しかしここで必要なのは、事後的な考察によって統一的に説明できるか

どうかではなく」との主張に関しては、鎌田薫「公信力」説・滝沢聿代「法定取得

－失権」説に対する星野英一「法定制度」論の批判（→Ⅱ１（１）ウ（ア））を想起さ

せる。

第３に、「〔ここで必要なのは〕現にその場にいる当事者たちが安心して行動で

きる制度的な安定である」「〔899条の２の新設は〕せめていくらかでも取引社会に

制度的安定をもたらそうとした立法であったと私は考える」との点に関しては、特

定財産承継遺言と相続分指定遺言に関する判例の立場を、立法という明瞭な手段で

変更するという意図それ自体は理解する。しかし、そうであるなら、条文の体裁は、

単純明快に「特定財産承継遺言及び相続分を指定する遺言は、��登記、登録その

他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」と規定すればよ

いところ、その旨が不明瞭な書きぶりになっており、「現にその場にいる当事者た

ちが安心して行動できる制度的な安定」が図られていないと考えるからこそ、こう

して条文の適用範囲を明確化する作業を行っている次第である
（61）

。

147（87－1－147）

（61）�　なお、177条の「物権変動」の範囲・種類につき、松尾弘（前掲注（10）参照）は、遡及効を
有する権利変動を除外し、この場合における登記の要求を、「対抗の法理」（177条の「対抗要件」
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２　各論――民法899条の２の適用範囲

そこで民法899条の２の適用範囲について。

立法者は、本条の「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかに

かかわらず」との文言から、本条の立法目的――特定財産承継遺言と相続分指定遺

言に関する従来の判例の立場の変更――を読み取らせようとする。

一方、899条の２の文言中「次条及び第901条の規定により算定した相続分を超え

る部分については」第三者に対抗できないとする部分は、法定相続分に関しては登

記がなくても対抗できるとする177条に関する判例の立場を、立法によって――特

定財産承継遺言・相続分指定遺言に関する判例の立場の変更ならびに遺産分割に関

する判例の立場の承認と同様――「決め打ち」したものである。

（法政研究�87－1－146）146

としての登記が要求される場合）とは別の、「権利保護資格の法理」（「権利保護資格要件」とし
て登記が要求される場合）の適用類型と位置づける（松尾弘①「対抗要件を定める民法の規定
の要件事実論的分析」大塚直＝後藤巻則＝山野目章夫（編著）『要件事実論と民法学との対話』

（商事法務、2005年）207頁、②「物権変動における『対抗の法理』と『無権利の法理』の間―
―第三者保護法理の体系化と『権利保護資格の法理』の位置づけ（１）～（４・完）」慶応法
学６号（2006年）371頁、７号（2007年）507頁、10号（2008年）385頁、13号（2009年）187頁
��〔書評〕石田剛「（民法学のあゆみ）松尾弘「物権変動における『対抗の法理』と『無権
利の法理』の間」」法律時報82巻８号（2010年）104頁、③「物権変動の遡及的消滅の解釈」み
んけん620号（2008年）21頁、④「（講演）物権変動規定の交錯と物権変動法理の類型化――対
抗の法理、無権利の法理および権利保護資格の法理の関係を中心に」司法研修所論集122号（2012
年）80頁）。

　　�　「権利保護資格要件」（「権利資格保護要件」「権利保護要件」とも）なる概念は、同概念を使用
する論者によれば、「対抗の法理」の適用場面以外で登記が要求される場合に用いられる。その用
例につき、松尾・前掲②「（１）」383-384頁は、１）「賃貸人たる地位の移転」の論点における、
賃貸物の譲受人の賃借人に対する賃料請求の際の登記の要求、２）遡及効を有する権利変動にお
ける、第三者保護規定（民法96条３項など）で保護される第三者に対する登記の要求、３）「無権
利の法理」により保護される第三者（94条２項の第三者など）に対する登記の要求があるとする。

　　�　しかし、１）の事案についていえば、多くの論者は、この論点をめぐって、かつて賃借権も債
権であるからには通知・承諾が対抗要件になるとする見解が存在していたことを閑却している。
つまり、この場合の登記の要求は、債権譲渡に関する467条１項の「当事者」対抗要件ならびに
２項の「第三者」対抗要件としての通知・承諾を、登記をもって一挙に代替するものである。

　　�　一方、２）はA→B→Cの権利変動のうちAB間に給付不当利得関係が存在する場合、３）
はAB間に侵害不当利得関係しか存在しない場合である。このうち、３）の場合に関して
は、権利外観法理（ⓐ積極的信頼保護＋ⓑ消極的信頼保護）のⓐ積極的信頼保護の側面し
か機能しない。これに対して、２）の場合に、B→Aの復帰的な「物権変動」がないと考え
れば、Aに対する登記の要求は、松尾説の述べる通り、対抗要件としての登記ではないこ
とになるが、私見は、対抗要件主義を適用する要件として、「物権変動」の有無ではなく、
B→Aの登記名義の回復に関するAの「帰責性」の有無を問題とするので（→前掲注（54））、
この場合のAに対する登記の要求もまた、177条の対抗要件としての登記の要求になる。
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しかしながら、私見は、特定財産承継遺言・相続分指定遺言に関する判例の立場

の変更は、立法化した条文の文言が不明瞭で決め打ちになっていない一方、遺産分

割と法定相続分に関する立法による決め打ちは、勇み足であったと考える。

（１）　特定財産承継遺言・相続分指定遺言

そもそも特定財産承継遺言に対抗要件主義を適用すべきとの議論は、「相続させ

る」旨の遺言を行う意図が、遺贈の登記を回避する便法であったことを基点として

おり（→Ⅱ１（２）ア（オ）⑤）、それが遺産分割方法の指定であると解釈された後も、

被相続人の行為である遺産分割方法の指定に関する処理を、相続人の行為である遺

産分割に関する処理に揃える発想は、まったく存在していなかった。

ア　当初案

この点は、法制審議会民法（相続関係）部会の審議の当初においても同様で、「中

間試案」までの原案では、もっぱら遺贈に関する処理との統一化を図ることが企図

されている（原案の文言は「相続人が遺言（相続分の指定、遺贈、遺産分割方法の指定）

によって相続財産に属する権利を取得した場合」とされていた
（62）

）。

145（87－1－145）

　　�　他方、Cに対する登記の要求についていえば、２）の場合の救済法理の１つである95条４項・
96条３項・545条１項ただし書にしても、３）の場合の救済法理である94条２項にしても、法
律行為一般あるいは契約一般に関する規定であって、登記等が関わらない事案も適用対象とし
ていることから、その保護を受けるための要件として、これらの条文にいう「第三者」Cが登
記その他を備えている必要はないと考える。しかし、問題は、これらの条文による保護を受け
た後の段階であって、A→B譲渡の無効・取消し・解除がCに対抗できない場合、Cもまた、上
記条文によるA→B→Cの法定的な権利取得につき、登記をしなければ第三者に対抗することが
できない。この場合のCに対する登記の要求は、A→B譲渡の無権利の瑕疵の治癒を定めた上
記条文にいう「第三者」であるCの「権利保護資格要件」ではなく、有効化した後の物権変動
A→B→Cに関する177条の「対抗要件」の問題であり、Cは、A→B→Cの物権変動につき登記を
しなければ177条の「第三者」に対抗できない。

　　�　なお、Cにとって、177条の「第三者」の典型例は、AやBからの譲受人Dであるが、このほか
輾転譲渡の前々主AもまたB→C�の物権変動との関係では177条の「第三者」に当たるため（→
Ⅱ１（２）イ（ア）②）、Aが「正当な利益」を有する第三者であるかどうかが改めて判断さ
れることになる。そして、ⓐ虚偽表示・錯誤・詐欺の事例におけるAは「正当な利益」のない
第三者と評価され、Cは177条の側面でも登記なくしてAに対抗できるが（これに対して、Cの「権
利保護資格要件」としての登記は、まさに虚偽表示者・錯誤による表意者Aに対して権利を主
張できるための要件である）、ⓑ解除や遺産分割の事例におけるAは「正当な利益」のある第三
者と評価されるため、545条１項ただし書・909条ただし書による保護を受けたCは、A→B→C
の物権変動を、登記なくして177条の「第三者」Aに対抗できない。

（62）�　七戸・前掲注（３）①159-162頁。そのため、「中間試案」までの資料を参照した解説では、意
思表示制限説的な説明が行われている。「この新しい準則〔899条の２〕が基礎に据えている理
解は、相続分指定や『相続させる』旨の遺言における法定相続分を超える共同相続人の権利取
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イ　第１次修正

ところが、まず、「中間試案」後の第17回会議の原案において、上記の中から「遺

贈」の文言が消失する（「相続人が相続分の指定又は遺産分割方法の指定により相続財産

に属する財産を取得した場合
（63）

」）。

その理由につき「部会資料17」は、「本規律については、相続を原因とする権利

変動のうち、〔ⓐ〕意思表示が介在するものについて民法第177条等の特則を設ける

ものという位置づけをするのが最も適切であるように思われ、〔ⓑ〕遺贈のように

特定承継であることが明らかなものについては、現行法と同様，民法第177条等の

適用範囲に含めるのが相当であると考えられる」とする
（64）

。しかし、ⓐ意思表示が介

在する承継か否かの問題と、ⓑ特定承継か包括承継かの問題は、まったく別個の論

点であって、ⓐとⓑを連結して論じる上記説明は、筋が通っていない。

ウ　第２次修正

一方、「遺産分割」の文言がはじめて登場するのは、その後の第21回会議に付さ

れた原案においてである（「遺産分割（遺産分割方法の指定を含む。）又は相続分の指定

による不動産又は動産に関する物権の承継
（65）

」）。

この変更の理由については、次のように説明されている
（66）

。

当部会では、これまで、遺言における権利の承継にも対抗要件主義を適用すること

とし、また、債権について対抗要件具備の方法に関する特則等を設ける方向で検討が

進められてきたが、中間試案や従前の部会資料では、その点に関する規律が〔ⓐ〕「第

２　遺産分割に関する見直し」と〔ⓑ〕「第４　遺言制度に関する見直し」に分かれ

て記載されており、分かりにくいものとなっていたことから、本部会資料では、これ

に関する規律をまとめて記載することとしている。

（法政研究�87－1－144）144

得も遺贈の場合と同様に遺言＝被相続人のする意思表示によってもたらされているということ
である（中間試案補足説明40頁）」（『新注釈民法（19）相続（１）』（有斐閣、2019年）「899条の２」

〔川淳一〕221頁）。これに対して、水津太郎「相続による権利および義務の承継――899条の２
と902条の２について」法律時報92巻４号（2020年）68頁注（25）は、「このような〔＝意思表
示制限説的な〕理解の仕方は、改正相続法の『立法者意思』の解釈として、不合理なものである」
とし、立法者意思は意思表示制限説に立たない点において終始一貫していたとする。

（63）�　「部会資料17遺言制度に関する見直し」第２-１（４頁）��七戸・前掲注（３）①162頁。
（64）�　「部会資料17」第２-１（７頁）��七戸・前掲注（３）①176頁。
（65）�　「部会資料21積み残しの論点について（２）」第３-１（26頁）��七戸・前掲注（３）①162頁。
（66）�　「部会資料21」第３-１（26頁）。
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そして、この記述に続けて述べられているのが、改正法成立後の立法担当者の説

明と同じ（→Ⅰ１（２））相続債権者の法定相続分への期待保護の観点なのである

が
（67）

、記述中に存在する「遺言がない場合（遺産分割が必要となる場合）」との文言か

らすれば、事務当局は、遺産分割が㋐不要な場合と㋑必要な場合の区別に着眼し、

特定財産承継遺言や相続分指定遺言も、このうちの㋑遺産分割が行われる場合に属

していることから、㋐「遺贈と登記」に関する規律ではなく、㋑「遺産分割と登記」

に関する規律を適用させることに思い至ったようである。

だが、それまでⓐ「遺言制度に関する見直し」の中で論じられてきた「相続させる」

旨の遺言の論点が、ⓑ「遺産分割に関する見直し」中の論点に移し換えられたこと

に、委員らは当惑したようで、中田裕康委員からは、「相続人の意思表示が関与す

る場合、つまり遺産分割ですとか相続放棄ですとか遺留分減殺とか、そこは〔それ

まで被相続人の遺言による権利の承継を念頭に検討されてきた本規律の射程とは〕

別の話になるのではないかなという気がいたします」との疑問が提起されている
（68）

。

エ　第３次修正（成案）

そして、その後「要綱案のたたき台（３）」を審議した第24回会議で、改正の眼

目であったはずの「遺産分割方法の指定」「相続分の指定」の文言が消失する
（69）

。

文言削除の理由については、「部会資料」の補足説明には何の言及もなく
（70）

、部会

審議でもまったく発言はなかった
（71）

。事務当局および委員は、法文の「相続による権

利の承継」の文言と「遺産分割」の例示だけで、「遺産分割」の範疇に含まれると

ころの「遺産分割方法の指定」と「相続分の指定」が適用対象となることは明白と

考えたようである。

しかし、899条の２の新設が、従来の判例法理を立法の方法で変更する趣旨に出

たものであるからには、立法者がターゲットとした判例変更の対象に関しても、条

文中に明記して決め打ちするのが、立法技術として上策だったろう。

一方、当事者が「相続させる」旨の遺言を行う意図が、「遺贈」ではなく「相続」

143（87－1－143）

（67）�　「部会資料21」第３-１（26-28頁）。
（68）�　「第17回会議議事録」26-27頁��七戸・前掲注（３）①180頁。
（69）�　「部会資料24-１要綱案のたたき台（３）」第５-１（17頁）。
（70）�　「部会資料24-２補足説明（要綱案のたたき台（３））」36頁以下。
（71）�　「第24回会議議事録」44-45頁。
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の登記手続を利用するための便法であった経緯からすれば（→Ⅱ２（２）ア（オ）⑤）、

「相続させる」旨の遺言に対抗要件主義を適用させる判例変更は、ⓐ「遺贈と登記」

の判例法理に揃えるべきであって、ⓑ「遺産分割と登記」の判例法理に揃えるのは

筋違いといえた。そして、この筋違いの処理は、次述（２）遺贈ならびに（３）遺

産分割に関する条文適用の不明瞭をも生ぜしめた。

（２）　遺贈

本稿冒頭で触れたように、潮見佳男は、特定遺贈・包括遺贈の別については不明

ながら、899条の２の適用を説き（→Ⅰ１（１））、一方、武川幸嗣は、「債権について

は遺贈を含む」として、物権については899条の２の適用否定（＝177条の適用）を示

唆していた。

ア　立法担当者

前記（１）イ「部会資料17」の説明――ⓐ899条の２は「相続を原因とする権利

変動のうち、意思表示が介在するものについて民法第177条等の特則を設けるもの」

とする一方、ⓑ「遺贈のように特定承継であることが明らかなものについては、現

行法と同様，民法第177条等の適用範囲に含める」――のうち、ⓐの意思表示制限

説的な説明は、その後行われなくなった（→Ⅰ１（２）。一方、ⓑの説明は、包括

遺贈の適用条文が177条か899条の２かの点に答えていない。

これに対して、前記（１）ウ「部会資料21」の説明――㋐遺産分割が不要の場合

については177条を適用し、㋑遺産分割が必要な場合については899条の２を適用す

る――に立った場合には、特定遺贈・包括遺贈とも㋑899条の２の適用は排除され、

㋐177条の適用に委ねられることになろう。

イ　水津太郎

この点につき、水津太郎は、「『相続』を原因とする権利の承継とは、相続人によ

る相続財産の包括承継のことをいう」のに対して、「遺贈は、相続人以外の者も受

けることができ」、「相続人が受遺者であるときも、その相続人は、相続放棄をしつ

つ、遺贈のみを受けることができる」との理由から、899条の２の「相続による権

利の承継」には、「遺贈」による権利の承継は含まれず、特定遺贈・包括遺贈とも

適用条文は177条になるとする
（72）

。

同説に立つ場合には、相続人に対する遺贈に関しても882条の２の適用は排除さ

（法政研究�87－1－142）142
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れる（上記ア立法担当者の説明のうち「部会資料21」の立場と結論的に同一になる）。

ウ　松尾弘

一方、松尾弘は、177条の適用範囲から遡及的な物権変動を除外し、物権変動の

遡及効を定めた条文における登記の要求は、当該条文そのものの解釈として導かれ

る「権利保護資格要件」であると理解するため
（73）

、後記（３）遺産分割に関する登記

の要求についても、従来は（177条ではなく）遺産分割の遡及効を定めた909条の解

釈から導かれていたところ、899条の２は、この「権利保護資格要件」としての登

記の要求を明文化した規定であるとする
（74）

。一方、特定財産承継遺言・相続分指定遺

言については、遺産分割のように法定相続に対して時間的に後行する関係に立たな

いが、論者は、この場合にも、遺言の効力の遡及によって、法定相続に関する規律

が修正されると考える。

そして、以上のような前提に立ったうえで、論者は、遺贈による相続人への権利

の承継に関しては、899条の２の「類推適用」を説く。「なぜなら、特定財産承継遺

言と共同相続人への遺贈とは実質的に同一の機能を果たしており、遺言の遡及効

（民法985条１項）もまた適用されるからである
（75）

」。

これに対して、相続人以外の者に対する遺贈については、899条の２は類推適用

されない一方、177条も適用されない（同説によれば、この場合における登記の要求は、

「遺贈の遡及効」を定めた985条の解釈から導かれる「権利保護資格要件」になる）。

（３）　遺産分割

遺産分割に関して、立法担当者の解説中には、次のような記述が存在する
（76）

。

141（87－1－141）

（72）�　潮見佳男＝窪田充見＝中込一洋＝増田勝久＝水野紀子＝山田攝子（編著）『Before/After改正
相続法』（弘文堂、2019年）７頁〔水津太郎①〕、水津太郎②「（相続と法実務・第２回）相続
と登記――相続による不動産物権の承継の対抗要件」ジュリスト1532号（2019年）50頁、水津・
前掲注（62）63頁。

（73）�　前掲注（61）参照。
（74）�　なお、論者によれば、「権利保護資格の法理」の規定である899条の２の「第三者」が保護さ

れるための要件は、「対抗の法理」による保護の場合と異なり、「相続分の指定、遺産分割方法の
指定ないし特定財産承継遺言、または遺産分割について善意であり、かつ自ら権利保護資格要
件」（登記等）を備えた者であることを要する」とされる。松尾・前掲注（10）37頁。

（75）�　松尾・前掲注（10）37頁。
（76）�　堂薗＝神吉『概説改正相続法』前掲注（５）③141頁��この記述は、堂薗＝野口『一問一答

新しい相続法』前掲注（５）①、堂薗＝神吉「改正登記法の解説（５・完）」前掲注（５）②
には存在しない。
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899条の２第１項の「相続による権利の承継」には、遺産分割によるもののほか、

特定財産承継遺言や相続分の指定によるものが含まれる。「遺産の分割によるものか

どうかにかかわらず、」と規定したのは、遺産分割によるものについては、旧法下の

判例法理においても対抗要件主義の適用があることとされていたことから、同項は

それ以外の「相続による権利の承継」、すなわち、特定財産承継遺言と相続分の指定

にも対抗要件主義を適用することを明らかにする点に主たる目的があるためである。

もっとも、旧法下で、判例は、遺産分割による権利の承継が177条の「物権の得喪」

や178条の「物権の譲渡」に当たることを前提としているが、今回の改正によって、

遺産分割による権利の承継についても899条の２第１項が適用されることになる。そ

の意味では、遺産分割による権利の承継については、改正法施行の前後でその根拠条

文が変わることになる。

この記述によれば、立法担当者は、遺産分割以外の「相続による権利の承継」に

は、特定財産承継遺言と相続分の指定しか存在しないと考えているようである。

一方、「遺産分割による権利の承継については、改正法施行の前後でその根拠条

文が変わる」との説明に関しては、899条の２が177条の注意規定たる地位に立つの

か、それとも899条の２の制定により、177条の不動産に関する物権の「得喪及び変

更」から遺産分割を除外したのか（＝従来の無制限説から、遺産分割を除外する制限説

の立場に変更したのか）は、明らかではない。

（４）　相続放棄

法制審議会民法（相続関係）部会の委員でもあった窪田充見は、以前から、遺産

分割手続で行われる「事実上の相続放棄」としての「相続分皆無証明書」作成の実

態に注目していた
（77）

。

ア　立法担当者

部会審議における窪田委員の発言――「遺産分割の段階で、ある特定の相続人が

実際に丸ごと承継するといったような、他の相続人は事実上の相続放棄をするとい

うような形のタイプ」についても規律が及ぶのかとの質問
（78）

――は、上記「事実上の

（法政研究�87－1－140）140

（77）�　窪田充見『家族法――民法を学ぶ（第４版）』（有斐閣、2019年）384頁には、「事実上の相続
放棄――相続分皆無証明書」に関する詳細な説明がある。

（78）�　「第５回会議議事録」33頁��七戸・前掲注（３）①174頁。
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相続放棄」の実態を踏まえたものであったが、これに対して、事務当局（堂薗幹一

郎幹事）は「御指摘の点については十分な検討ができておりませんので、引き続き

検討してみたいと思います」と答えたにとどまり、以後、部会において、相続放棄

に関する議論が行われることはなかった
（79）

。

ところが、立法後の座談会で、堂薗幹一郎は、次のように述べている
（80）

。

　�堂薗　相続放棄のところは基本的に短期間に限られている、あるいは相続人の廃

除というのは件数的にもさほど多くないということもあるのだと思います。この

点については、法制審議会でも見直しをしたほうがいいのではないかという議論

は特にありませんでした。

要するに、窪田充見委員の問題意識は、事務当局側にはまったく伝わらなかった

ということである
（81）

。

イ　水津太郎

一方、水津太郎は、「相続放棄（CASE�３）については、見直しは予定されていない」

として、上記ア立法担当者の座談会発言を引用した後、次のように述べる（なお、水

津の挙示するCASE�３は相続人が３人の事案であったが、以下では、本稿冒頭で提示した

（→Ⅰ２）相続人が２人の事案に改める。「Aが死亡した。Aの相続人は、その子BおよびC

である。Aの遺産には、甲土地があった。Cは、相続放棄をした。その後、Cの債権者〔被

相続人Aの債権者（相続債権者）Dないし相続人C自身の債権者F〕は、Cに代位して、甲

についてBおよびCがそれぞれ２分の１の持分を取得したとして、相続を原因とする不動産

移転登記を備え、Cの持分を差し押さえた
（82）

」）。

　　�　Bは、Cが相続放棄をした結果、放棄前の法定相続分と放棄後の法定相続分

とを比べて、後者が前者を超える部分についても、登記をしないで、放棄後に

139（87－1－139）

（79）�　「第５回会議議事録」34頁��七戸・前掲注（３）①174頁。
（80）�　「（座談会）相続法の改正をめぐって」前掲注（48）17頁。
（81）�　なお、相続放棄に代わる簡易な便法としての「事実上の相続放棄」には、ⓐ窪田充見の指摘

する「相続分皆無証明書」ないし「特別受益証明書」を用いる方法のほかに、ⓑ相続分の譲渡、
ⓒ相続分の放棄、ⓓ共有持分の放棄の方法があるが、対抗要件の適用の有無に関して、判例・
学説の立場は分かれる。最近の文献として、市民と法122号（2020年）「特集：よく似た法的手
続を上手に使い分ける（２）」所収論文��仲隆「相続における事実上の相続放棄の使い分け」
50頁、三平聡史「共有関係の解消・離脱の手続の使い分け」68頁。

（82）�　水津・前掲注（72）49頁、51-52頁。
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その部分を差し押さえたDないしFに権利の取得を対抗することができる。

　　�　このルールは、899条の２第１項のもとでは、次のように基礎づけられる。

Bは、Cが相続放棄をした結果、放棄後の法定相続分を相続により承継したも

のとみなされる（939条）。そして、放棄前の法定相続分に応じた部分について

の権利の承継が、899条の２第１項の「相続による権利の承継」に含まれる以

上、放棄後の法定相続分に応じた部分についての権利の承継が、同項の「相続

による権利の承継」に含まれないとする理由はない。もっとも、Cは、Bの新

たな法定相続分に応じた部分について無権利者であり、DないしFもCに属さ

ない財産を差し押さえたことになる。したがって、DないしFは、同項の「第

三者」にあたらない。

この見解は、ⓐ899条の２の「相続による権利の承継」要件との関係では、相続

放棄による権利変動も、遺産分割による権利変動と同様、177条ではなく、899条の

２の守備範囲の問題になるとしつつ、ⓑ「第三者」要件の側において、相続放棄

に関しては、遺産分割と異なり、「無権利の法理」が適用されるので、無権利者C

からの持分取得者＝無権利者であるDないしFは「正当な利益」を有する第三者に

当たらないとするものである。

ウ　松尾弘

これに対して、松尾弘は、以下のように述べて、ⓐ「相続による権利の承継」要

件の段階から、899条の２の適用を否定する
（83）

。

この点〔＝899条の２の原案の第３次修正（→Ⅱ２（１）エ）の変更点〕については、

被相続人の行為に言及せず、もっぱら相続人の行為である遺産分割を挙げていること

から、相続人の行為である相続放棄による取得なども対抗要件主義に服するかの印象

を与えるとの指摘もある（七戸2019：941頁
（84）

）。しかし、そのように解釈するのは行き

過ぎであろう。なぜなら、遺産分割によるものか「どうかにかかわらず」と定めてあ

り、それはむしろ被相続人の行為である遺言によるものを示唆していると解され、ま

た、相続放棄によって権利を承継するのは相続放棄をした者ではないからである。

（法政研究�87－1－138）138

（83）�　松尾・前掲注（10）45頁注（17）。
（84）�　〔引用者注〕七戸・前掲注（３）①165頁。
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エ　考察

（ア）　「相続による権利の承継」要件

899条の２が相続放棄に適用されない理由づけとして、イ水津太郎の理解（ⓑ「第

三者」の「正当な利益」レベルでの適用排除）が正当か、ウ松尾弘の理解（ⓐ「相続に

よる権利の承継」要件の段階での適用排除）が正当かに関して、直接コメントはしな

い。ただ、899条の２の制定により「現にその場にいる当事者たちが安心して行動

できる制度的な安定」が図られたとする水野紀子の言にもかかわらず（→Ⅱ１（２）

ウ（ウ））、同条をめぐる解釈論上の対立が、現にこうして生じてしまっていること、

そして、このような混乱の生じた原因が、特定財産承継遺言・相続分指定遺言に対

する対抗要件主義の適用問題を、当初の「遺言制度に関する見直し」中の論点（＝「遺

贈と登記」に準じた取扱い。それはもっぱら被相続人の行為による権利の承継を念頭に置

く）から、「遺産分割に関する見直し」中の論点（＝「遺産分割と登記」の一場合とし

ての位置づけ。遺産分割が行われる事案は、被相続人の行為による権利の承継、相続人の

行為による権利の承継の、いずれの場合に関しても存在する
（85）

）に移し換えたためである

ことについて（→Ⅱ２（１））、再度指摘するにとどめておく。

（イ）　「第三者」要件

一方、上記ア立法担当者の座談会発言は、相続放棄に対抗要件主義を適用しない

根拠として、遺産分割と異なり、相続放棄には熟慮期間の制限（915条）があるため、

第三者が登場する余地が少ない旨を述べていた。これは、「相続放棄と登記」に関

する判例（→Ⅱ１（２）ア（ウ）④）の理由づけに依拠したものであるが、しかし、

その一方において、立法担当者は、899条の２が保護対象とする「第三者」につ

き、被相続人Aの生前より存在する相続債権者Dを想定し、相続人Cの債権者Fは、

899条の２の直接の保護対象ではない旨を述べていた（→Ⅰ１（２））。だが、相続

放棄においては「第三者が登場する余地が少ない」旨の説明は、相続人Cの権利者

Fのうち、相続開始後に登場した者（F2）に限られるのであって、A→B・Cの相

137（87－1－137）

（85）�　たとえば相続人の行為である相続放棄についていえば、水津太郎の用いる事案（CASE�３）
では相続人が３人のため、そのうちの１人が相続放棄をしても、残り２人の間で依然として遺
産分割は必要である。また、相続人が２人（B・C）の事案であっても、相続放棄を行った者（C）
が第１順位（第２順位）の相続人であった場合、第２順位（第３順位）の相続人（C’）につい
て新たな「相続による権利の承継」が生じ、BとC’の間で遺産分割の手続が必要となる。
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続発生前からCに対して債権を有していた者（F1）については、A→B・Cの相続

があればCの取得する法定相続分は差押えることができるとの期待を抱き、他方、

Cの側では、どのみち債権者F1に奪われるのなら他の相続人Bに渡したほうがまし

と考えて相続放棄を行うのであって、F1の置かれた地位・利益状況は、相続債権者

Dと変わるところがないようにも思われる。だが、ア立法担当者もイ水津太郎もウ

松尾弘も、こうした第三者――①被相続人Aの債権者（相続債権者）D、②相続開

始前からの相続人Cの債権者F1、③相続開始後のCの債権者・持分譲受人F2――の

「信頼」保護の必要性の程度の差について、具体的な検討を行っていない。

（５）　法定相続

一方、899条の２の文言のうち、「次条及び第901条の規定により算定した相続分

を超える部分については」の字句は、立法過程において次のように変化した。

ア　当初案

「法定相続分を超える部分については」対抗できないとする文言は、法制審議会

民法（相続関係）部会案の当初から存在していたが
（86）

、その反対解釈として導かれる

「法定相続分については登記等の対抗要件がなくても対抗できる」との命題につい

ては、「法定相続と登記」に関する昭和38年判決の立場（→Ⅱ１（２）ア（ウ）①）

が自明の理とされたのか、特段の議論もされていない。

イ　第１次修正

　ところが、第21回会議の段階になって、この文言は消失する
（87）

。その理由について

は、次のように説明されている
（88）

。

　　�　従前の部会資料では、遺産分割方法の指定や相続分の指定がされた場合に対

抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない権利の範囲について、

「法定相続分を超える部分の取得については」としていたところである。これ

は、仮に遺言がない場合でも、受益相続人はその法定相続分に相当する権利（持

分）を取得することができたのであるから、その部分については、受益相続

人以外の者が権利を取得することはあり得ず、対抗関係（二重譲渡類似の関係）

（法政研究�87－1－136）136

（86）�　七戸・前掲注（３）①160-162頁。
（87）�　「部会資料21積み残しの論点について（２）」第３-１（26頁）��七戸・前掲注（３）①162頁。
（88）�　「部会資料21」第３-１（29-30頁）。



論　説F�136

が生ずる事態は考えられないこと、したがって、対抗関係が生じ得るのは法定

相続分を超える部分に限られることを考慮したものであった。�

　　�　本部会資料の規律は、その点の実質を変更するものではないが、その表現方

法を修正したのは次のような理由に基づくものである。すなわち、相続を原因と

する物権の取得について、「民法第177条又は第178条の要件を備えなければ、第

三者に対抗することができない」と規定すれば、ここでの「第三者」は、民法第

177条又は第178条の「第三者」と同義であり、当事者（相続人）及びその包括承

継人以外の者であって、対抗要件の欠缺を主張することについて正当な利益を

有する者という限定解釈がされることになるものと考えられ、そうであるとすれ

ば、あえて「法定相続分を超える部分の取得については」と規定する必要はない

ものと考えられる。そして、物権の取得に関する規律に続けて債権の取得に関す

る規律を設け、同様に、「第三者に対抗することかできない」と規定すれば、こ

こでの「第三者」も同様の限定解釈がされることになるものと考えられる。これ

らの点を考慮して、本部会資料では、規律の上では、「法定相続分を超える部分

の取得については」という限定を付さないこととしたものである（注）。�

　　（注）�　仮に、このような表現では前記の実質が必ずしも明確にならず、他の解

釈の余地が生ずるおそれがあるということであれば、例えば、「第三者（当

該物権を承継した相続人以外の相続人からその法定相続分に係る持分を譲り受け

た者を含む。）」と規定すること等によってその点をより明確にすることも

考えられるように思われる。

すなわち、「受益相続人が権利を取得する場合、法定相続分につきましては、そ

れ以外の相続人が権利を取得する余地はありませんので、この点について二重譲渡

というものが生ずるおそれはない
（89）

」というのである。

しかしながら、この点は、まさに「法定相続と登記」に関する登記不要説（「無

権利の法理」適用説）と登記必要説（「対抗の法理」適用説）の争点となっていた部分

であり、そのため、中田裕康委員からは「虚偽の遺産分割協議書を作成して譲渡し

たとしても、それは無権利なんだとか、そこら辺の一連の判例法理に誤解を及ぼさ

135（87－1－135）

（89）�　「第21回会議議事録」40頁〔満田悟関係官発言〕。なお、52頁〔堂薗幹一郎幹事発言〕も参照。
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ないだろうかという懸念」が提示された
（90）

。

ウ　第２次修正（成案）

上記文言の削除は、第22回会議「要綱案のたたき台（１）」、第23回会議「要綱案

のたたき台（２）」でも維持されたが、第24回会議「要綱案のたたき台（３）」にお

いて、案文はア当初案に復帰する
（91）

。その理由は、次のようなものであった
（92）

。

しかし、この部会資料21で提示した案については、第21回会議において、それ以前

の案と比較し、対抗要件主義が適用される範囲が権利の全体に及ぶのか、法定相続分

を超える部分に限られるのかといった点が不明確であり、分かりにくいとの指摘がさ

れたところである。

そこで、この点について法制的観点を含め再度検討したが、本方策による見直しは、

現行の判例法理のうち、遺言（遺産分割方法の指定、相続分の指定）による権利の承

継があった場合には、第三者との関係でも、それ以外の相続人は完全な無権利者（法

定相続分を前提とした権利の承継はないこと）として取り扱われるという点を見直す

ことを意図したものであることからすれば、むしろ、従前案を基本としたものに戻し、

対抗要件主義が適用される範囲についても、法定相続分を超える部分の取得に限定さ

れることを法律上明示することとした方が上記の立法趣旨がより明らかになるように

思われる。

だが、法定相続分に関して「無権利の法理」を適用する従前の判例（→Ⅱ１（２）

ア（ウ）①昭和38年判決）の立場を「法律上明示する」決め打ちは、899条の２の文言

中で最大の瑕瑾となった。というのも、昭和38年判決に対しては、判決当時から反

対説も根強かったほか、法制審議会の部会審議で中田裕康委員が述べていた「虚偽

の遺産分割協議書の作成」事例に関しては、その実態が問題となる。遺産分割協議

書による登記申請の際には、協議書に押印された関係者全員の実印につき印鑑証明

書の添付が必要となるので
（93）

、ⓐ地面師の事例のように、Bが実印や印鑑証明ごと偽

造するのでなければ、Cの一切の関与なしにBが単独名義の相続登記を経由すること

はできないからである。一方、昭和38年判決は、相続放棄申述書（の受理通知書）を
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（90）�　「第21回会議議事録」52頁。
（91）�　「部会資料24-１要綱案のたたき台（３）」第５-１（17頁）��七戸・前掲注（３）①163頁。
（92）�　「部会資料24-２補足説明（要綱案のたたき台（３））」36頁。
（93）�　昭和30・４・23民事甲第742号民事局長通達。
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用いた登記申請の事案であったが、Cの行った相続放棄の効力それ自体が最後まで

争われている。つまり、「法定相続と登記」に関する事案の多くは、ⓐ完全なる偽造

事例ではなく、ⓑBがCを騙すなどして、遺産分割協議書や相続放棄申述書を作成

させた場合であって、この類型は、遺産分割や相続放棄の錯誤・詐欺に基づく「取

消しと登記」の事案にほかならず、判例によれば、Gが取消前の第三者の場合には95

条４項・96条３項の保護を受け、取消後の第三者の場合には177が適用されることに

なる
（94）

。

のみならず、法定相続分の登記に関しては、すでに899条の２の制定以前から、

空き家問題・所有者不明土地問題との関係で「相続登記の促進」の動きが加速化し

いたうえ、同条の成立後に始まった民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）改

正では「相続登記の義務化」に関する議論が活発に行われている（→Ⅳ１（２））。

こうした時代の趨勢からすれば、「法定相続分と登記」の論点に関しては、せいぜ

い従来通り177条の解釈論の領域にとどめておくのが穏当な処理であったところ、

よりによって今の時期に、登記不要説の立場をわざわざ「法律上明示する」ことは、

相続登記促進の流れに対する、非常に深刻な阻害要因となる。

（６）　私見

今回の法改正のそもそもの目的は、177条の解釈論の領域において、特定財産承

継遺言と相続分指定遺言につき判例が採用していた登記不要説の立場を改める点に

存したのであるから、立法による変更の方法に関しても、①899条の２の新設といっ

た特別規定の制定方式ではなく、②177条（および178条・467条��以下同様）そのも

のの改正という選択肢もあり得た。

しかし、②の場合の改正内容は、特定財産承継遺言と相続分指定遺言に177条を

適用する旨の規定を置いただけでは①特別規定の制定方式と同じなので、遺言・遺

産分割・相続放棄・法定相続等の相続関係のほか、無効・取消し・解除、時効取得

といった、対抗要件主義をめぐるすべての論点を解消できるような条文への変更が

望ましい。そして、この点につき、私見は、従来の判例・学説が、すべての事案に
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（94）�　これに対して、ⓐCの関与なしに相続放棄申述書・遺産分割協議書が作成された場合につい
ては、B・C間に給付不当利得関係が生じていないので177条は適用されず、Gは94条２項類推適
用その他の無権利者からの取得者保護法理の適用がない限り保護されない。
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関して「無権利の法理」「対抗の法理」といった形式論理に当てはめる前の段階で

行っているところの実質的な価値判断――登記の欠缺に関する本人の「帰責性」と

第三者の「信頼」――を端的に要件として明示した条文への変更を提言したい。

ア　「無権利者からの取得」構成

まず、前提として、①意思に基づく物権変動も、②意思に基づかない物権変動

（＝法定的な物権変動）も、要件が整えば即時完全にA→Bの権利移転効果が発生し、

Aは完全に無権利者になる。その結果、対抗要件主義の適用による第三者Cの権利

取得は、①意思に基づく物権変動、②法定的な物権変動ともに「無権利者からの取

得」になるため、①意思に基づく物権変動＝不完全物権変動＝「対抗の法理」の適

用、②法定的な物権変動＝物権の即時完全移転＝「無権利の法理」の適用という、

判例・学説の硬直した判断枠組は排斥される。

イ　本人側の要件――登記の欠缺に関する「帰責性」

一方、第三者Cに「無権利者からの取得」を例外的に認めるための２要件――本

人の「帰責性」と第三者の「信頼」――のうち、まず本人Bの「帰責性」について

いえば、A→Bの物権変動が①意思に基づく物権変動であっても、Bが登記をしな

いことに「帰責性」がない場合には対抗要件主義の適用が否定される一方、A→B

の物権変動が②法定的な物権変動であっても、Bが登記をしないことに「帰責性」

が認められる場合には、対抗要件主義の適用が肯定される。

（ア）　定型的な帰責性

登記をしなければ対抗できない物権変動の「種類」に関して無制限説に立つ限り、

物権変動の原因のいかんを問わず、本人が登記可能な状態にあるにもかかわらず登

記をしない場合は、一般的・抽象的・定型的に見て帰責性がある。

①　帰責性の発生時期――そして、この意味における帰責性の発生時期は、取得

権原の種類・性質から客観的に定まる。①意思に基づく物権変動のうち、ⓐ取得者

の意思に基づく物権変動（A→Bの物権変動原因が売買・贈与といった「契約」の場合）

に関しては、取得者Bは当初より物権変動の事実を認識しているから、登記申請に

関する障害事由がない限り、物権変動の時点から帰責性が認められる。これに対し

て、ⓑ取得者以外の意思に基づく物権変動（AのBに対する遺贈といった「単独行為」

の場合）に関しては、Bが権利取得の事実を認識した時点以降に帰責性が生ずる。
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同様に、②法定的な物権変動（ⓐ意思的要素を含まない法定的な物権変動（相続、相続

欠格など）、ⓑ意思的要素を含む法定的な物権変動（法律行為の無効・取消し・解除、

推定相続人の排除、相続放棄など）についても、Bが自己への権利帰属の事実を認識

した時点から帰責性が認められる。

もっとも、取得権原の種類・性質によっては、本人が権利帰属を現実に認識した

時点ではなく、実際に認識していなくても認識可能時以降、帰責性が認められると

判断される場合もあり得るだろう
（95）

。

②　帰責性の程度――また、本人の帰責性の程度は、一般論の限りでいえば、登

記可能時以降、放置期間が長期化すればするほど増大する。

（イ）　具体的な帰責性

しかし、以上の一般的・抽象的な観点から帰責性が定型的に認められる場合で

あっても、事案の個別具体的事情に照らして、通常の場合に比して、帰責性が軽減

される場合はあり得よう（定型的な帰責性の認められた本人が事故で入院し、登記申請

が困難となった場合など）。

もっとも、上記（ア）定型的な帰責性の判断の次元で、帰責性の存在が認定され

ている以上は、（イ）具体的な帰責性の判断に関して、本人に帰責性が「ない」と

認定することはできないので、結局、対抗要件主義の適用の可否は、本人の具体的

な帰責性の程度と、次述ウ第三者の信頼の程度の、相関的判断によって決せられる。

ウ　第三者側の要件――登記の欠缺に関する「信頼」

一方、判例・学説は、「第三者」の要件である「正当な利益」の内容を、（ア）第

三者の客観的要件（判例の用語では「正当な権原」の有無）と（イ）第三者の主観的要件（背

信的悪意者ないし悪意者の排除）に分けていた。これを第三者の「信頼」の側から言

い換えるならば、上記イ帰責性の判断と同様の構造になる。

（ア）　定型的な信頼

まず、第三者の「客観的」要件とは、取得権原の客観的性質から見て、それが本
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（95）�　「取消しと登記」の論点に関して、判例は、①取消原因の発生時でも、②取消権者の取消原因
についての認識時・認識可能時でもなく、③取消時を基準時としているが、学説には、②を基
準時とする見解もある。一方、「時効取得と登記」の論点で、判例・学説は、基準時を①時効完
成時（時効期間満了時）に求め、②時効完成についての認識時（認識可能時）や、③時効援用
権の行使時（判例の法定停止条件説に立てば③の時点で時効の効力が発生する）には求めない。
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人の登記の欠缺を信頼して法律関係に入った者であるかどうかを、一般的・抽象

的・定型的に判断するものである。

①　同一前主に由来する競合的な取得権原――ⓐすでに見たように、第三者Cの

取得権原が、Bの前主Aに由来しない場合には、CはA→Bの物権変動がなかったと

信じて法律関係に入った者と評価できないので、判例の表現を用いるなら、Cは「正

当な権原」を有する第三者ではない。ⓑ同様に、A→Cの取得権原がA→Bの取得

権原と内容的に競合する場合でなければ、CはA→Bの物権変動がなかったと信じ

て法律関係に入った者と評価できないので、「正当な権原」を有する第三者ではない。

②　対抗要件主義の保護を受けることへの合理的な信頼――また、本人側の要件

に関して、A→Bの物権変動につきBが登記をしないことに帰責性が認められる場

合にだけ対抗要件主義が適用されるとなれば、第三者Cの側としては、たとえA名

義の登記が他に移転していなかったとしても、Aと何者かの間に帰責性のない物権

変動が存在している場合には、自己が権利を取得できない危険性があることを理解

しているのであるから、結局、対抗要件で保護される第三者の信頼の内容は、帰責

性のある物権変動が存在していないとの信頼にとどまり、帰責性のない物権変動に

は及んでいないことになる。

一方、本人Bの帰責性が認定された場合であっても、帰責性の程度によってBの

要保護性が変わるとするならば、結局、対抗要件主義の適用の可否は、本人Bの権

利保護の必要性と第三者Cの信頼保護の必要性の間の利益衡量に帰着するので、第

三者Cの信頼保護の必要性ないし信頼の合理性についても、本人Bの取得権原の種

類・性質（①意思に基づく物権変動か②法定的な物権変動か）と第三者Cの取得権原の

種類・性質の要保護性の比較や、第三者CがAとの間の法律関係に入った時期（→

Ⅱ２（４）エ（イ））といった、種々の客観的要素の総合考慮により決せられること

になる。

（イ）　具体的な信頼

上記（ア）客観的諸要素の総合判断において、一般的・抽象的・定型的な意味に

おける信頼が認定された者であっても、公示制度が「知らない者に知らせる」制度

であり、対抗要件制度が先行する物権変動の存在を知らずに法律関係に入った第三

者を保護する制度である以上、先行する物権変動を知りながら法律関係に入った第
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三者については、本来の保護の対象外である。

この点に関して、現行民法典の起草者は、善意・悪意不問の立場を採用したが、

しかし、その法律構成に関して、起草者は、登記の欠缺から第三者の善意を「擬制」

し、悪意の反対証明を許さない立法を採用したと説明していた
（96）

。だが、今日の判例

は、背信的悪意者の排除のほか、事案によっては、善意・有過失者の排除を認める

に至っている
（97）

。

こうした今日の状況に鑑みるならば、第三者の主観的要件に関しても、本人の具

体的な帰責性の程度との相関において、背信的悪意・悪意・過失の程度の差を設け

るのが妥当であるように思われる
（98）

。

エ　899条の２の処遇

――以上のような観点から、筆者は前稿において、899条の２の規制対象である

特定財産承継遺言・相続分指定遺言に限らず、不動産物権変動の全般を規律できる

ような177条の改正試案を提示した
（99）

。

しかしながら、このような形で177条が改正されたとしても、899条の２の規定を

削除できるわけではない（もっとも、899条の２第１項の法定相続分の個所については、

民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）改正（→Ⅳ１（２））との関係で、早晩削除

の必要が生じてくるであろうが）。899条の２は、不動産物権変動のみならず、動産物

権変動のほか、相続による債権の承継を規律しており、さらに、これら相続による

権利（物権・債権）の承継を一括して規定する899条の２は、相続による義務の承継
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（96）�　石本雅男「二重売買における対抗の問題――忘れられた根本の理論」末川博追悼論集『法と
権利（１）』民商法雑誌78巻臨時増刊号１（1978年）156頁、七戸克彦「不動産物権変動におけ
る対抗力の本質――ボワソナードを起点として」慶大院法学研究科論文集23号（1986年）71頁、
内藤靖起「民法177条『第三者』論の再検討――近時の『登記懈怠の制裁』論に対する疑問」北
大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル10号（2004年）210頁。

（97）�　最（２小）判平成10・２・13民集52巻１号65頁。
（98）�　私見（七戸）の立場は、水野紀子の評するように（→Ⅱ１（２）ウ（ウ））「不法行為におけ

る被侵害利益と違法行為の相関関係理論のよう」な「総合的判断」であるが、しかし単なる「事
後的な考察」を指向するものではなく、判例・通説が現に行っているところの、本人の「帰責性」
と第三者の「信頼」に関する実質的な価値判断を、「無権利の法理」「対抗の法理」といった硬
直的な形式論理（しかもこの振り分けは再三述べているように論理的に破綻している）を用い
て行うのではなく、端的に「帰責性」と「責任」の利益衡量の類型化の問題として捉え直すこ
とを主張しているにすぎない。

（99）�　七戸・前掲注（３）①191頁、②40頁。
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に関する902条の２と連動しているからである（→Ⅰ２（１）
（100）

）。

ところで、このような相続財産（積極財産である物権と債権）と相続債務を一体的

に処理する方向性は、遺産共有の法的性質に関する「合有」説の立場と通底する部

分がある。一方、対抗要件論に関して示した「帰責性」と「信頼」の２つの判断

要素に関しても、相続による権利・義務の承継の一体的処理のあり方の影響を受け

る。その意味において、ここまで検討してきた対抗要件論からのアプローチは、最

終的な問題解決に行き着くための翼の片方でしかない。解決点にたどり着くには、

もう片方の翼である遺産共有論からのアプローチが必要である。

（100）�窪田充見・水津太郎の2019年日本私法学会ワークショップでの報告は、899条の２と902条の
２の２か条を考察対象とする。窪田充見＝水津太郎＝横山美夏「（ワークショップ）相続法
改正における権利・義務の承継の規律の位置づけと課題」私法82号（2020年）109頁、「小特
集：相続法改正における権利・義務の承継の規律――その位置づけと課題」法律時報92巻４
号（2020年）所収の窪田充見「問題の提起」56頁、水津太郎「相続による権利および義務の
承継」前掲注（72）③62頁、横山美夏「コメント――不動産を目的とする権利の承継を中心に」
80頁。一方、金子敬明・前掲注（20）論文のほか、松尾弘・前掲注（10）論文も、「平成30年
７月改正民法899条の２が定める相続による権利の承継の法理を、同902条の２が定める債務
の承継の法理との関係を視野に入れながら再確認する」ものである（引用は23頁）。
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