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によって得られる組織化された

と結合した法律効果に影響を及ぼすという法構造を︑民事上の

その第一は︑当該法律要件に関する推定的な認識が︑右要件

きる︒

おいて︑デュタロの命賓を更に深化させたものということがで

究ほ︑このうちの法定公示に関するものであって︑次の二点に

N缶乳警iヂpp．N∞−et岩i己︒バP−−サリュ一女史の本研

旨Oit pri急．

認識︵eOnn已琵琶e￠OrgSi乳￠︶に分けて考察した ︵Dg−0㌘n︒ゆ

た法定公示

な認識︵Snn已笠pg￠npt弓e−−e︶と︑法制度として体系化され

物あるいは人という自然的な外観それ自体から得られる自然的

︵客nn已笠pne￠prか岩m訂呂呂ppO乳e︶に従属するとし︑これを︑

認識︵eOnn已琵pnCerかel−e︶あるいは推定的ないし仮定的な認識

p鞠已r窪∀dirig訂p罵GeOrg窪ヨ語F昌舛蚤J駕q宕ひ
法律要件の対抗可能性の有無は︑それに関する第三者の現実の
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である︒従来の学説において︑法定公示︑即ち︑不動産公示や

公示と商事上の公示の両者に共通の一敗原則として敷街した点

︵i巧箆r馬pb−0︶であるLと説かれてきた︵n︒−〇．p．−研︶︒これに

のものと推定されなければならず︑この二つの推定ほ覆滅不能

対して︑本書は︑デュクPと同様︑法定公示は第三者の善意・悪

意に従属するとの立場を採るのであるが︑本書の特徴は︑法定

写冬草乳︶磨工業所有権の公示等の商事上

き∵望mm宅窯＝温血訂

戸籍等の民事上の公示と︑商業・会社登記簿︵RCS︶︵R亀諷諾

の公示は︑それぞれ独立別個に論じられており︑そこに存する

︵pきーiOぎかin哲rmpti扁︶︑②強化的な公示︵p5詳itかQOn鴫弓t苧

公示をJその扱能の違いに基づき︑①純粋に情報提供的な公示

し︑その各々において生ずる推定の内容・効力の違いを検討し

の一般的枠組みの中で捉えよ ti扁︶︑③設定的な公示︵pきーi賢かきn邑t邑i扁︶の三つに分類

構造上のメカニズムを統一的に理解し︑これらを﹁法定公示法
︵旨Oit倉∴Fpきーi▲賢かー厨已＆L

︵申pr・

pp．−PN︶︒本書における体系化の試みほ︑ ている点である︒

うとする試みは︑必ずしも一般的なものではなかった
r寧苧S註○β．n︒−

このうちの①﹁情報撮供的な公示﹂とは︑その日的が︑専ら第

三者に対して一定の法律案件に関する情報を与える点に存する

フランス国内法虹おける公示に関する民法と商法の接近・融合
候向︵n︒−▼pp．−㌢豊

や︑不動産公示ないしは商事上の公示

に関してEC加盟国間の法制の調整・統一化を促すEC指令

そのものの効力に影響を与えない点において︑後二者の公示と

公示であり︑その結果︑右公示の存否は︑公示されるべき要素

一望㌢−競−pp．琵押宗︶︒これに対して︑②﹁強化的な公示L

区別される︒もっとも︑右公示を怠った当事者に対してほ︑民

︵Dire監房︶の動向︵n︒♪pp．研㌢3を念頭に︑法定公示一般

とりわけデ

に共通する指導原理を抽出し︑法定公示法としての統一的理解
ー

事罰・刑事罰等が課される場合はある︵n︒ゴpp．￠㌢−○⁝を

第二に︑本研究ほ︑公示の内部的メカニズム

を図るという実践的な意図に基づくものである︒

可能性の有無に影響を与えるところの公示を指す︒従って︑右

とは︑その存否が︑公示されるべき事項の第三者に対する対抗
﹁仮定︵岩pp？

ュタロにいわゆる第三者の認蔑あるいは不知の

三者と．の関係紅おいても︑右公示を対抗可能性の成立要件と理

公示は︑当事者間での効力に影響を与えない︒のみならず︑第

賢iOn︶﹂という命題に関して︑これを更に深化させている︒従

無関係に︑公示の存在あるいは欠放からいば自動的︵空已どm苧

的に有しているものであって︑公示の具備によってそれが強化

解してはならない︒対抗可能性ほ︑公示されるべき事項が本来

前の学説においては︑公示の効力ほ︑第三者の善意・悪意とは

tiq宏︶に発生する︑あるいは︑公示の効力が第三者の善意・悪

され確定的になる︑というに過ぎない︒従って︑場合によって

意と関係するとしても﹁公示された行為は全て認識されている
ものと推定されなければならず︑公示されていない行為は不知
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は︑当該事項が︑公示の欠故にも関わらず第三者に対して対抗

原則的に反対証明によって覆滅し得る︵r琵r品p♂−￠︶ことを意味

公示された事項に関する第三者の

に関する推定︵第 早︶と︑偽

た事項の

する︒本書において︑右﹁積極的効果﹂ ほ︑更に︑川公示され

分けて考察される︒

﹁真実性︵象⊇eitか︶﹂

が存する︵n︒べ．pp．−○㌢−ごn︒聾−当町−∽￠︐ppこ彗阿若︶︒

可能であったり︑公示の具備にも関わらず対抗不能である余地

一方︑③﹁設定的な公示﹂とは︑公示されるべき権利あるいは

川︑まず︑公示が具備された場合に︑公示された事項の真実性

に

行為を設定する性質を有する︑成立要件となっているところの

が当事者及び第三者に対して争い得ないならば︑法定公示の積

﹁認識﹂の推定︵第二章︶

るペき事項は︑当事者間においても第三者間においても有効な

公示を指す︒従って︑公示の具備によってはじめて︑公示され

極的効果は絶対的なものであって︑フラソス法ほいわゆる﹁積

︵第二部︶

めているということになろう︒しかしながら︑そのためには︑

− とりわけ

だが︑フランス法においては︑公示の具備は︑原則的に︑公

世相豊︒

内容面に閲す

ため︑一定の壊閑にょる公示段階での事前の審査

認されていなけれはならず︑第二に︑公示の真実性を担保する

第に一に︑公示の具備が公示された事項の暇症を治癒する旨が承
の両者

︵第一部︶と︑公示がなされなか
n品ptif︶J

極的公信の原則︵pユne首①d①−p芝p各−ざ宕p邑tiく￠︶Lを認

いし対抗可能となる︵n︒↓．p．ご⁝n︒︒−嵩少−あ．pp．筈−阿貰︶︒

p邑ti5﹂

右三種頸の法定公示につき︑本書は︑公示がなされた場合の
﹁消夜的効果︵亀et

﹁若桓的効果︵亀￠t
った場合の

下︑順次その内容を概観してみJぅ︒

二
﹁法定公示の着極的効果の相対性︵諾−ptiく・

公示された事項の不真正を争うことができる ︵第一節︶︒もっ

示された事項に付着する取舵を治癒せず︑従って︑第三者は︑

本書の第一部は

itか︶Lと題されている︒不動産公示の領域転おいてほ︑公示の

いい得る︵n霊ム拓か二忘−pp．盟二㌻き︶︒更に︑公示磯閑のなす

人等が介入することにより︑間接的な審査が行なわれていると

公示内容の審査に関しても︑公示内容に関する書面作成に公証

の懐域において例外が存する︵n︒−∽∽町会−pp．∽∽㌢∽豊︒また︑

とも︑右公示の張庇に関する不保護の原則に対しては︑会社法

﹁相対的効果︵亀諷r巴ptif︶﹂とは︑一般に︑前主の梅原が公示

されていなければ︑これに続く権利者の榛原は公示され得ない︑

︵我が国

﹁連鎖的効果︵e穿t
︵n︒−Ⅵ︑p．彗︶

という事理を指すが︑これはむしろ公示の
計註已n＆Lというほうが適切である

﹁相対性Lとほ︑右公示の存在から生ずる効果が

にいわゆる公示の連続性の原則︶︒従って︑本書にいう公示の

積極的効果の
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関して︑そこに認められる推定の法的性質を考察している︒以
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直接的な審査に関しても︑商業・会社登記簿への公示及び工業

の推定を対抗される可能性のある︑特別に保重された老Lとい

欠敏を援用することができ︑また︑公示の履践から生ずる認哉

脚

食言pきーiか︶∀と規定していると▼ころの義務的︵Oggp琵諾︶な

その各々ほ更に︑条文が回A公示されなければなちない ︵きit

な公示・②強化的な公示・③設定的な公示の三つに分煩された︒

一方︑公示の性格は︑その機能の違いにより︑①情報提供的

うことができる︵n︒−Nの．p︑00ー︶︒

所有権の公示については︑その効果が今日次第に強化されつつ
あるのに対応して︑実質的審査がなされるに至っている︵n⁝記

認められず︑従って︑公示された事項の真実性に関する絶対

公示と︑㈲A公示することができる

このように︑フランスにおいてほ原則として公債の原則が

的ないし覆滅し得ない推定が働かない︒にも関わらず︑それが

足しているところの任意的︵野呂︼tpti鴫︶な公示とに分類される︒

㌢− ○ ㌣ 写 ． 研 N ． 阿 雷 ︶ ︒

第三者に対して対抗可能であるのは︑第三者ほ公示の存在を認

著者によれば︑認識の推定の有無ないしその内容は︑右二つの

︵p昌tかtr￠p昌宏︶ア字蓼

る︒即ち︑公示制度が存在する以上﹁何人も法律を知らないと

識して取引関係に入ったほずである︑との推定が働くからであ

即ち︑①何情報提供的かつ義務的な公示においては︑当事者

に対して民事ないし刑事罰をもって公示義準︵紆≦ir d￠p仁す

d￠

鱒看傲されない︵Z￠m00昏筈t弓i笥Or琴e−￠g￠m︶﹂のであり︑分頸の相関において決せられる︒

lier︶が課されることの反映として︑第三者ほ右公示に関する

右認哉の推定は︑第三者は公示に関する調査義務︵計≦ir

︵n︒−○↓．p．さ︶︒従って︑ある者が当該公示の想定する﹁第三

慧已百m乳を負っている︑との前提濫よって基礎づけられる

Ⅶ長戸ptiOn−紆已○︶が認められると解されるF︒．−研N㌢−諾︐p．

調査表務を負い︑その結果︑認識に関する法律上の推定︵p諷・

−○ご︒これに対して︑①㈲情報提供的かつ任意的な公示につい

者﹂に含まれないならば︑この者に閑tては認識の推定が及ば

てほ︑第三者に詞査義務を課すことはできず︑従って︑右公示

ず︑あるいは︑当鼓公示の性格が第三者に対して調査義務を課

でせないということになる︵第一節︶︒

事実上の推定︵prか琶mptiOn紆f乳t︶ の資料となるに過ぎない

はできず︑右公示は第三者の悪意に関する徴表︵in臣富︶として︑

の効果として第三者の認識に関する法律上の推定を認めること

す性質のものでないならば︑そこに認哉の推定を認めることは
そこで︑第一に︑右認識の推定を受ける第三者の範由が問題

︵n︒−∽チpp．岩−㌢−Ou⁚n︒−遥．p．−NO︶︒一方︑②何強化的

となるが︑第三者の概念ほ︑各公示制度によって一様ではない
︵n︒b−−Op−望．pp．ゴ∴

かつ義務的な公示が︑認識に関する法律上の推定を生ぜしめる

岩︶︒但し︑一般的にいえば︑第三

権利と﹃競合するL権利を有する﹂着であり︑﹁公示の履行の

者は1当事者︵琵琶je琵︶に一対する﹄権利あるいは当事者の
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ことは疑いがない︒②㈲強化的かつ任意的な公示に関しても︑そ

推定は︑その何れと解すべきか

rかfr董已e呂乳mp−￠︶﹂とに分かれる︒認識に関する法律上の

ptiOn

︵第二節︶︒

﹁覆滅し得る︵単純︶推定︵p鼠等mp江On

の欠敏が当事者あるいほ第三者に対して対抗不能という不利益

irrかfr農已e︶﹂と

を提示していることから︑第三者ほ調査義務を負っている七い

務の履行によって得られる利益庵いしは第三者が調査義務の履

ここでも著者は︑認識の推定の強度の差は︑当事者が公示義

ると解するべきである︵芦︒申−設阿−∽￠︑pp．−○∽㌢−−−⁝n︒−ヨー

する先の分炉に従い．次の二つの指導原理を導き出す︒第一に︑

回義務的な公示は︑それが①情報提供的であると②強化的であ

行によって得られる利益によって定まるとして︑法定公示に関

ると③設定的であるとを問わず︑認識に関する覆滅し得ない推

p．ご00︶︒③設定的公示は︑それが当事者間における有効要件で

のでもあるかち︑それが何義務的であるせ㈲任意的であるとに

定を発生させる︒第二に︑②強化的あるいは③設定的かつ㈲任

あると同時に︑第三者に対する対抗可能性の利益をもたらすも

㌢−空−pp．−−−㌢−−N︶︒なお︑会社設立の場合のように︑複数の

関わらず︑常に誌識に関する法律上の推定を生ぜしめる︵n︒ご芸

︵n︒ひ一志㌢−票︑pp．

いうのである︵n︒−雷−−謡㌢−N翌︒

意的な公示もまた同様に︑覆滅し得ない推定を発生させる︑と

を生ぜしめるか︑という問題が生ずるが

公示がなされる場冶︑何れの公示が認識に関する法律上の推定

ある以上︑反対証明を認める可能性を膚ボする﹁推定︵p鼠ゆ？

ところで︑学説においては︑右推定が覆滅を許さないもので

象とする第三者を異にする相互に独立的なもので為り︑従って︑

−−1N隕ご豊︑一般的にいえば︑個々の公示ほ︑その効果及び対

当該紛争との関係で問題となる公示につき︑その認識の推定を

︵芸pp邑tiOn︶Lという表現を用いるべきである ︵デュタロ︶︑

mpti名︶﹂という用語そのものの使用を避け︑代わりに ﹁仮定

あるいほ︑不動産公示に関して︑それが推定という制度に基確

考えれば足りる︵n︒−采−pL−禁n︒−ゴーp．H望︒更に︑公示

かち生ずる僅々の効果が︑公示の療点ではなく︑公示から一定

︵r厨−￠d￠pr￠雲1＆でほなくして実体規定︵rかg−やd￠哲nd︶と見

を置くことそれ自体を疑問視し︑公示に関する裁定は証明規定

満了後において生ずる︵n︒匹−彗㌢−宕−pp．ロの㌢ご史n︒−記︐

期間満了後に生ずるとされている場合︑認識の推定は︑右期間

いう意味で

﹁結晶化した推定︵prか誓mptiOn eri乳邑藍e︶﹂であ

渇べきである︵ビュフノワール︶︑あるいは︑実体規定に近いと

る

このように︑情報畏供的かつ任意的な公示を除けば︑法膏公

p． − − 望 ︒

があることを念頭に

﹁推定﹂

の用語を用いる見解 ︵ボワソナー

︵レヴィ︶とする見解と︑自白・宣誓による反対証明の余地
推定ほ︑更に︑反対証明によって﹁覆滅し待ない推定︵pr訂Oml

示は認識に関する法律上の推定を発生させる︒だが︑法律上の
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ド︶が対立していた︵n︒−遥︑p．ご豊n︒−ヨ．p．−N−︶︒この点

即ち︑まず︑①情報提供的かつ㈲任意的な公示は︑認識の法

しめない︒従って︑右公示の欠敏は︑証明のl般法に従い︑せ

律上の推定を生ぜしめないことに対応して︑不知の推定も生ぜ

いぜい事実上の推定の際の資料として感用されることになるが︑

に関して︑著者は︑不動産公示は︑それが公の秩序︵Or旨ep各li已

に関する覆滅し得ない推定であるとして︑これを私益に関する

それが利益をもたらすことはほとんどないも

認める判決が見出せない以上︑それは認識の仮定︑即ち︑実体規

民事責任訴訟の基藻となり得ない︒これに対して︑①情報提供

鉄は︑当事者のフォート︵f賀t＆を構成しないから︑第三者の

また︑右公示の欠

公示一般に関しても︑自白あるいほ宣誓による右推定の覆滅を

覆滅し得ない推定と解するボワソナードの見解を排斥し︑法定

定と見るべきであって︑証明規定と見るべきではないとしてい

推定を生ぜしめると解される︒一方︑この場合には︑当事者が

る︵n︒−ヨ︑pp．−㌍㌢−NN⁚n︒−笠こN豊︒もっとも︑著者は︑ 的かつ回義務的な公示の欠敏は︑不知に関する覆滅し得る単純

不動産公示における認識の推定は︑固有の効果をもたらさない
には組みしない︒レヴィほ︑認識の推定

公示義務を負っていることから︑公示の欠訣を彼のフォートと

︵レゲィ︶

とす る 見 解

なる．もっとも︑この場合の賠償は︑右公示の性質からみてさ

見ることができ︑第三者の損害賠償請求は︑理論的には可能と

■

ほど重要なものでほない︵n︒−警︑pp．−∽∽p−∽皇︒

が︑二重譲層の場合に飼いて﹁第一譲受人が儲二譲受人に優先

﹃時において先んずる老が権利において優先

するという基本的な原則を強化するものに過ぎない︒即ち︑右
推定 は ︑ こ こ で は

川

これは︑第一章及び第二章で考察される︒

では︑②強化的な公示︑③設定的な公示についてはどうか︒
する︵PユOrt￠mpOrO︑pOtiOrj弓色﹄の原則と重複する︹無駄で
をした者が第一譲受人であるとほ限らず︑あるいは轟訴訟が専

ある︺﹂としているが︑右学説に対して︑著者は︑第一に公示

の相対的な性格を有すると説く︵第一節︶︒即ち︑強化的な公示

者は︑それが原則的に反対証明によって覆滅可能であるとてろ

まず︑②強化的な公示から生ずる不知の推定について︑著

い︑と反論している︵n︒−ヨーp．−㌍︶︒

ら第一譲受人上第一に公示をした老との間で生ずるとは限らな

という﹁等価性の原則︵prineiped︑富已遥−琴邑Lが妥当するの

に関しては︑公示の具備に第三者の個人的な認識が代替し得る

一〇七一条を根拠に︑﹁あらゆる公示制度は︑第三者の善意あ

である︒これに対して︑学説はかつて︑補充指定に関する民法

一三

第二部で検討される法定公示の消極的効果は︑登記の欠放か

るいは悪意から完全に独立的なものである﹂と主張していた

ら生ずる不知の推定をその内容とするが︑ここでも著者は︑先
の法定公示の棟能の相違に着目する︒
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︵n︒㌍料．p．−ら︶︒しかしながら︑今日の立法の多くは︑公示

合がある︵第二節︶︒その例として︑民事上の公示においては抵

覆滅し得ない法律上の推定をもたらす絶対的な性格を有する場

一七日デクレ︑一九八五年一月二五日法律の存在を挙げること

〇日法律八条︑一九五三年九月三〇日デクレ︑一九〇九年三月

いては一九八四年三月三〇日デクレ六五条︑一九五六年三月二

当権登記︵n孟ゆ監∴二望洋pp．−宗阿−さ︶︑商事上の公示にお

の欠軟から生ずる対抗不能の効果が︑第三者の現実の認識の証
明によって覆滅し得ると規定する債向にあり︵n︒u−篭㌢㌍∽−

その覆滅可能な性格が確定された領域もある︒その典型例が不

ができる︒

n︒N声pp．−金㌢−金︶︑また︑判例によって︑

動産公示であって︑一九六八年以降︑破毀院は︑公示の欠軟か

佃

pp∵忘示阿−彗

ら生ずる対抗不能を定めた規定が︑第三者の現実の認識を証明

ただ︑ここで破毀院が示した民事責任構成︑即ち﹁第一譲渡の

とを明らかにした︵n︒NN∽−pp．−ⅥN㌢−∽たn︒N∽P

推定という効果は存在し得ない︒即ち︑設定的な公示の欠放か

もほや対抗可能性と結合した第三者の認識の問題ないし不知の

法律効果に対する成立要件たる地位に立つことから︑ここには

これに対して︑③設定的な公示ほ︑公示と結合した一定の

することによって覆滅可能な︑不知の推定を隠し持っているこ

存在を認識してなされた不動産取得ほ︑第二譲受人に対して不

い絶対的性格を有しているのであり︑これには︑公示されるべ

ら生ずる消極的効果は︑原則的に反対事実転よって覆滅し得な

p．−雷︶︒

動産公示の規定の援用を許さないところのフォートを構成す

き事項の不存在︵in￠乳諷en邑が導かれる場合︵法人格の不存在︑

るLとの論理に関しては︑著者は批判的であり︑レヴィと同様︑

エ業所有権やいわゆる商事所有権︵prOpriか忘eOmm巧瓦已e︶ の

この場合には対抗要件主義の規定が働かない結果︑本来の時間

不存在︶と︑無効︵≡−itか︶が導かれる場合︵営業権の担保︶と

に復帰して︑第一譲受

肪優先主義︵含ま白こempOre⁝Ⅴ原則︶

がある

︵第一節︶︒但し︑条文あるいは判例が．設定的な公示

に代わる他の方法転よって法律効果が発生し得る旨を認めてい

人が本来有する対抗可能性が悪意の第三者に対して及ぶと解す
れば足りるとしている

︵n⁝NN∽㌢B〇．pp﹂設㌢−笠︶︒また︑

悪意の反対証明の方法に関しても︑著者は︑不知の推定は公序

る場合には︑右公示は例外的に相対的性格を有する︵第二節︶︒

るものに過ぎない︒

Nひ∽㌣N烏︐pp．−巴㌢ 前に設立された民事会社といった︑極めて限定的な償域に留ま

もっともそれは︑著名な商標の権利者や一九八七年七月一日以
︵n︒p

に閲しない覆滅し得ない推定であり︑自白・宣誓によって覆滅

−のゴ︒

方法転よる推定覆滅を認めている

もっとも︑例外的に︑強化的な公示の欠紋が︑不知に関する
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四
以上のようなバP−−サリユー女史の分析を︑我が国の不動

展開は︑不動産登記に関する民法学の議論よりも進んだところ

にあった︒即ち︑既に明治四三年︑竹田省博士は︑ドイツ法を

参考に︑①商業登記においては︑対抗力なるものほ公示とは無

が国の従来の学説の多くほ︑同条の効果は第三者の善意・悪意

は︑第三者は

成立要件説的な発想を排斥し︑②他方︑公示が存在する場合に

て︑公示の欠敏の場合には未だ対抗力が発生していないとする

に対して対抗不能となるに過ぎないとし

とは無関係に︑登記の存否から自動的に発生すると解していた︒

を﹁擬制﹂され︑その結果︑本来的な対抗可能性が善意の第三

﹁善意ノ第三者﹂

しかしながら︑本書も引用する旧民法起草者ポワソナードほ︑

って

関係に当初より存在し︑それが一二条の定める公示の欠故によ

登記の欠敏の効果として︑①第一譲受人が意思表示の時点以降

いる︒ただ︑右通説においては︑同条をドイツ法的な権利外観

者にも及ぶこととなると主張され︑これが今日の通説となって

まず︑民法一七七条の定める不動産登記の効力に関して︑我

産登記及び商業登記に関する譲論と引き比べてみょう︒

本来的に有していた対抗可能性の失権と︑②第一譲渡に関する
る悪意の反対証明によって覆滅きれると説いていた︒このうち︑

理論ないし第三者保護法理の一つとして捉える結果︑登記がな

︵たとえ公示事項に関して善意であっても︶悪意

第二譲受人の善意の推定の二つを挙げ︑①の効果ほ︑②に廃す

向にあった︒これに対して︑近時︑フランスの商業登記簿研究

された場合の寮極的効果を中心に同条の目的・機能を捉える傾

の第一人着たる加藤徹助教授から︑①商法一二条の定める効力

﹁推定﹂構造を現行

主張され次第に有力化しっつあるが︑②の

は︑公示の欠映の場合の消橡的効果を中心に理解されるべきで

①の点は︑滝沢幸代教授によって現行﹂七七条の解釈論として

いがある︒更に︑近時においては︑今日のフラソスの商業・会

あって︑それは︑商人の登記義務の僻怠に対して︑法が対抗不

民法下においても承認し得るか否かに関しては︑依然として争

能という民事制裁を課したものと考えるべきであり︑②他方︑

公示が存在する場合には︑通説の述べるように第三者の悪意が

を参照しっつ︑一七七粂の構造を明らかにしようとする試みも

擬制されると理解すべきではなく︑単に一二条の定める対抗不

社登記簿にも影響を与えたドイツの商業登記の消擾的公示効果

説の現況を見るとき︑本書の︑とりわけ強化的公示の黄極的あ

多田利隆助教授によってなされており︑このような我が国の学

本来的な対抗可能性が維持されるに過ぎない︑との反論が提起

能という効果が発生しなくなるだけであって︑その場合には︑
されている︒

るいほ消極的効果に関する記述は︑我が国の対抗要件主義の構
一兵の定める商業登記の対抗力に関する学説の

造理解にとって有益なものとなろう︒
一方︑商法
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右加藤説の主張のうち︑①の点は︑対抗要件主義の規定を︑
登記がなされなかった場合の本来的な対抗可能性の失権という
効果を中心に理解すべき点において︑我が国においても不動産

ただ︑本書をはじめフランスの学説においてほ︑この場合に︑

登記と商業登記を統一理論の下に論ずる可能性を示唆している︒

−

﹁推定﹂される旨を明言するの
登記をなすべき老にお

に対して︑我が国の判例・学説は︑

登記の欠軟かち第三者の善意が

﹁善意の法律上の推定﹂

に基づく旨

いて第三者の悪意につき証明責任があると解しながらも−−−−㌧

これが登記の不存在による

を明言する見解は一般に存在しないようである︒しかしながら︑
公示−．対抗要件主義の規定を︑当事者の登記義務の解怠に基づ

く本来的な対抗可能性の失権という効果を中心に捉える以上︑
の存在を明示すべきであろう︒

その内部的なメカニズムとして︑登記の欠故に基づく﹁善意の

他方︑②の点に関しては︑先に見たように︑フランスにおい
ても対立が見られた︒即ち︑レヴィ説は︑加藤説の述べるが如
く︑これは本来的な対抗可能性が維持されただけのことであっ
て︑悪意の推定を問題とする必要がないとしていたのに対して︑
バローーサリユー説によれば︑この場合にもなお悪意の推定を

不動産公示に関してこれと異なる考え方を示しており︑法定公

並行的に認める実益は存するとされる︒なお︑ポワソナードも︑

も︑本書は大きな助けとなるであろう︒

七戸

克彦

示から生ずる認識・不知の推定の構造理解を深化させるために
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