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賃貸人たる地位の移転の法律構成
一「状態債務関係」論・「賃借権の物権化」論・「法定契約引受」

論の再検討

七戸克彦

1　問題の所在

わが民法605条は、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後そ

の不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる」旨を規

定する（なお、借地権、借家権、農地・採草放牧地の賃借権に関しても、同様の

規定がある。借地借家法10条、31条、農地法18条）。その結果、①A所有の不動

産の賃借人Bは、その賃借権登記の具備が、不動産の譲受人Cの所有権登記

の具備より早かった場合には、Cからの明渡請求を拒むことができる。すな

わち、「売買は賃貸借を破らない（Kauf　bricht　nicht　Miete）」のであるが、で

は、同条は、②この場合におけるAB間の賃貸借関係のCへの承継効果を

も認めているのか。

この点につき、かつての判例には否定説に立つものがあり、また、今日に

おいても、学説の中には、605条から生ずる法律効果は、①の消極的効果に

とどまり、②賃貸借関係の承継という積極的効果を含まない（したがって賃
（1）

貸借関係の承継のためには特別の合意が必要となる）とする見解も存在するが、

しかし、今日の判例および多数説は、同条の効果として、①明渡請求の拒絶

効果のみならず、②賃貸借関係の承継効果も発生するとしている。一方、こ

の①ないし②の効果の法的性質に関する議論を見てみると、わが国の学説の

多くは、これを「賃借権の物権化（Verdinglichmg　der　Miete）」と説明する

が、しかし、とくに②賃貸借関係の承継効果に関しては、AC問の所有権移
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転に随伴して、Aの賃貸人たる地位が「状態債務（Zustandsobligation）」な

いし「状態債務関係（Zustandsschuldverhaltnis）」としてCに移転すると説
（2）

くのが「通説」である。だが、このうちの「賃借権の物権化」概念に関して
（3）

は、その意味するところが多義的で曖昧であるとの批判が存する。同様の批

判は、「状態債務関係」概念に対しても加えられており、さらに、近時の学

説においては、ドイツ法研究の側にあっては、「状態債務関係」論が、今日

のドイツでは通説的地位を失っていることを紹介しつつ「賃借権の物権化」
（4）

論に立つ見解や、今日のドイツ法学説の立場が、「契約引受」論へと移行し
（5）

ていることを指摘する見解もある。フランス法研究の側からも、同様に、

「状態債務関係」概念の不明瞭を批判し、当然承継の法律構成につき「賃借
（6）

権の物権化」論あるいは「契約引受」論に立つ見解が登場している。

他方、判例に目を向けてみると、賃貸借関係の当然承継の法律構成に関し

て「状態債務関係」の用語を用いる判例は、学説における同理論の「通説」

化にもかかわらず、長らく存在していなかった。しかし、近時、サブリース

契約に関する東京地判平成5・5・13平時1475号95頁・金法1367号139頁・

金商924号17頁が、判例としてははじめてこの用語を使用するに至っている

（「信託法上の信託にあっては、債務自体又は積極財産と消極財産とを含む包括財

産を信託の目的とすることはできないけれども、保証金の返還債務等を含む賃貸

借関係は、賃貸目的物の所有権と結合した一種の状態債務関係ということができ

るから、公租公課の負担を伴った財産権などと同様に、右のような賃貸借関係を

伴った不動産を信託の目的とすることは許されるものと解することができる」）。

だが、同判決の控訴審（東京高判平成7・4・27金法1434号43頁）ならびに上

告審（最（一門）判平成11・3・25裁判所時報1240号7頁・四時1674号61頁・判

タ1001号77頁・金法1553号43頁・金商1069号10頁）は、当然承継の結論は維持
（7）

しつつも、その法律構成については触れていない。

以上のようなわが国の判例・学説の現状に鑑み、本稿では、不明瞭とされ

る「賃借権の物権化」あるいはr状態債務関係」の意味内容をいま一度確認

し、ドイツではもはや通説ではないとされる「状態債務関係」論や、ドイ

ツ・フランス両国において今日の通説であるとされる「契約引受」論の成立

過程につき学説史的考察を行うことによって、賃黛借関係の当然承継をめぐ

るわが国の議論の基礎を整えることにしたい。
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II　ドイツ憎

まず、わが民法605条（借地借家法10条・31条、農地法18条）の解釈論に影

響を与えた、ドイツ民法典（BGB）旧571条（現行566条）から検討を加える。

1　ドイツ民法旧571条（現行566条）

BGB制定前のドイツは、「売買は賃貸借を破る」か否かの問題に関しても、
（8）

複雑な法分裂状態にあった。BGB第1草案理由書の分類に従えば、当時の
（9）

立法例は、次の3つに大別される。

その第1は、普通法たるローマ法の「売買は賃貸借を破る」との立場であ

り、第2は、固有法たるゲルマン法の「売買は賃貸借を破らない」立場であ

る。このうちの第2の立場は、第1のローマ法原則の席捲により一時は排斥

されたが、しかし、その後、各ラント法域において次第に復活し、BGB制

定前夜には、プ『ロイセン法域（プロイセンー般ラント法（ALR）第1章第21節

358条「使用賃借人（Mieter）および用益賃借人（Pachter）の権利は、任意の売

買によって何ら変更されない」）、フランス法域（フランス民法1743条）、バーゲ

ン法域（バーゲン・ラント法1743条）が、この原則をとっていた。ところで、

周知のように、ゲルマン法のゲヴェーレ体系においては、物権・債権の厳密

な峻別が存在しない。したがって、ゲルマン法における「売買は賃貸借を破

らない」との結論に対しては、賃借人のゲヴェーレ（占有を備えた賃借権）

が物権的な性格を有している、と説明することも可能になる。その結果、た

とえば「物への権利（郷σ〃6〃z／Recht　zur　Sache）」（特定物債権が占有を備え

ることで物権に転化するもの）を認めるALRにおいては、上記条文の効果と

しての譲受人の明渡請求否定の結論につき、これを賃借権の物権性の承認と

解する見解と、同条は「何人も自己の有する以上の権利を他人に譲渡するこ

とを得ない（2Vemo　Plus　ptris　ad　alium　transferre，　quam　ipse　habet）」のローマ

法原則の帰結にすぎず、賃借権の物権性を認めたものではないとする見解の
（10）

対立が見られた。前者は、物権・債権の峻劉を前提としないゲルマニスト的

な解釈、後者は、物権・債権峻別論に立つロマニスト的解釈ということがで

きるが、これとまったく同様の議論は、後に見るように、フランス民法1743
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条に関しても存在している。

一方、第3の立法例は、基本的にはローマ法の立場に立ちつつ、譲受人か

らの解約告知の後、一定期間の経過後にはじめて明渡請求を認めるもので、

オーストリア民法（1120条）、ザクセン民法（1222条・1225条・1226条）、チュ

ーリヒ民法（1495条・1522条）、スイス債務法（281条・314条）、バイエルン

1871年2月18日法律（21条）・バイエルン草案（444条・445条・447条・44g

条・451～453条・480条・481条）、ドレスデン草案（549条・551条・578条・580

条）が、このグループに属する。なお、このうちのいくつかの立法例は、上

記制度と並行して、債権たる賃借権に登記能力を認めたうえで、登記された

賃借権につき、原賃貸人との間で約定された期間での賃貸借関係を、譲受人

との間に移行させる。

（1）第1草案

BGB第1草案は、パンデクテン法学における物権・債権の厳格な峻別の

下に、賃借権を債権と構成したうえで、上記立法例の中の第3の立場一

「売買は賃貸借を破る」のローマ法原則に基本的に立ちつつ、一定期間に限

って賃借人を保護するという折衷的な立場一を採用することで、賃借人保
（11）

護の要請に応えようとした。

【第1草案509条】

①土地の〔使用〕賃貸借（Vermietherung）において、賃借人への土地の

引渡しの後に、土地の所有権が賃貸人から第三者に移転された場合には、

賃借人による土地の契約型の利用、ならびに、賃借人に対して賃貸人が

負っていた作為の履行とりわけ賃貸人につき生じた修繕にっき、第三者

は義務を負う、ただし、第三者の賃借人に対する土地の明渡の請求から

522条の定める法定の解約告知期間が経過するか、または、約定の解約

告知期間がそれより短い場合にはその短期間の経過した後は、その限り

ではない。

②土地の明渡の請求がなされた場合には、賃借人は、直ちに将来に向か

って契約を解除する権利を有する。

なお、第1委員会においては、引渡しを受けた賃貸借については、登記な

くして譲受人に対抗できるとすべきとの提案もなされたが、この提案は、賃
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借権を物権たる用益権（NieBbrauch）に近づけるものとして否決された。と

ころが、委員会は、その後、賃借権の登記可能性に関しても、これを認めた

場合には賃借権が用益権と同様の物権的な性格を有することになるとの理由

で、否定するに至る。すなわち、第1草案509条においては、徹底したロー
（12）

マ法的な賃借権＝債権構成が貫徹されたのである。

（2）第2草案

だが、上記第1草案が公表されるや、その「売買は賃貸借を破る」の原則

は、ギールケやメンガーらの激しい批判に曝され、その結果、第2委員会は、

「売買は賃貸借を破らない」の方向への転換を余儀なくされる。かかる方向

転換の理由に関しては、これを無産者・貧困層保護という社会法的考慮がな

された結果と捉える向きもあるが、しかし、それは誇張しすぎであって、第

2委員会は、「売買は賃貸借を破る」のローマ法原則のほうが優れた立法で

あるとの考えを抱きつつ、当時のドイツ国内において「売買は賃貸借を破ら

ない」の原則をとる法域一なかんずく前示プロイセンALRとフランス民

法典の適用されている法域一に、これと正反対の原則を導入することが困

難であるとの現実的考慮に基づき、上記法域における現行の法原則である
（13）

「売買は賃貸借を破らない」の維持を決定したものである。

その結果、第2草案においては、次のような規定が設置されるに至る。

【第2草案512条】

①　〔使用〕賃貸借された土地が、賃借人への引渡しの後に、賃貸人から

第三者に譲渡された場合には、取得者は、その所有権の存続中、賃貸借

関係より生ずる権利および義務につき、賃貸人に代位する。

②取得者がその義務を履行しない場合には、賃貸人は取得者が負ってい

る損害賠償の限りで、先訴の抗弁を放棄した保証人と同一の損害賠償の

責任を負う。賃借人が賃貸人の通知を通じて所有権移転につき認識した

場合において、賃借人が、解約告知が許されている当初の期限に関する

賃貸借関係の解約告知を行わなかった場合には、賃貸人は責任を免れる。

第2草案512条は、若干の字句の修正を加えられたのみで、連邦参議院案

563条、ライヒ議会案564条を経て、BGB　571条として成立し、2⑪01年9月1

日より現行566条に引き継がれている。

璽67



第2部賃貸借

2　学説
以上のような成立経緯のゆえに、BGB旧571条（現行566条）の網構造をめ

ぐっては、以下のような学説の対立が生ずることとなった。

（1）「状態債務関係」理論

この見解は、賃借権を物権たる物上負担（Reallast）（BGB　1105条）に類似
（14）

の権利と捉えるコザックの所論に対する、クローメの批判を嗜矢とする。賃

借権を物権と捉えた場合には、旧土地所有者Aと賃借人Bとの間に存在して

いた地代請求権や土地を利用させる義務は、まさに当該土地（所有権）に付

着した物権的な負担（制限物権の内容）として、新土地所有者Cに当然に帰

属するのであって、AB問で締結された制限物権の設定契約がCB問に移行

するのでもなければ、この設定契約から生じた個々の債権債務関係がCB問

に承継されるわけでもない。しかしながら、かかる理解は、BGBの起草者

が貫徹しようとした賃借権の債権としての体系的位置づけを崩すこととなっ

てしまう。そこで、クローメは、上記BGB旧571条の法構造を、賃貸借の

当事者たる地位が、賃貸借の目的物の賃借人への引渡しを要件として、目的

物の所有権と結合し、所有権の付属物（Appendix）ないし付従物（Annex）
（15）

として、所有権の主体に当然に帰属する、と説明した。この表現は、フラン

ス民法1743条の法構造につき「従物は主物の処分に従う」の命題を援用する

フランス法学説や、わが国の判例における「従たる権利」理論を想起させる

が、しかし、これらの見解におけるような具体的な法構造を、ドイツの「状

態債務関係」論は提示していない。それは、上記のように、この見解の主目

的が、パンデクテン体系における物権・債権の厳密な峻別論を前提に、賃借

権を物権的に構成する見解を否定する点に存していたためであるが、しかし、

具体的な法律構成の未提示は、後の学説から不明瞭との批判を浴びる原因と

なる。

一・禔Aこのような「状態債務関係」論の目的ないし特徴は、わが国の学説

においても、かつては正確に理解されていた。すなわち、「状態債務関係」

理論のわが国への紹介者である我妻（1928年）自身も、「ドイツ学者の右の

理論〔＝「状態債務関係」論〕は、主として、『物権に非ずしてしかも第三者

に対して効力を生ずる債権関係』なる特殊のものを説明せんとする理論構成
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（16）

に過ぎないようである」と述べ、また、石瀬（1956年）の立論も、上記コザ

ツクの賃借権＝物権（物上負担）説との対比において、「状態債務関係」論
（17）

を支持するものであった。

ところが、その後のわが国においては、「状態債務関係」論はドイツの

「多くの学者」がとるところであるとする我妻『債権各論・中巻1』（1957
（18）

年）の言を無批判に受容したためか、同説登場の機縁であった物権・債権の

厳格な峻別という論点は見失われ、また、その債権的な法律構成をさらに突

き詰めて明確化する努力も行われなかった結果、同説をとることの積極的な

理由づけが薄弱となってしまい、そして、そのことが、「状態債務関係」な

る概念は不明瞭であるとの批判を生ぜしめ、あるいは、本来対立的な学説で

あったはずの「賃借権の物権化」概念との同時使用を生み出すこととなった

のである。

（2）「賃借権の物権化」論

もっとも、「状態債務関係」論に関する上記のような問題は、もっぱら日

本の学説に固有の事情から生じたというわけではなく、この理論の由来する

ドイツ法学説のその後の変化に影響された面もある。というのは、ドイツに

おいても、上記のようなBGB立法過程における物権・債権の峻別という

「状態債務関係」論登場の機縁となった争点は次第に意識されなくなり、ま

た、その一方において、「賃借権の物権化」に関しても、日本におけると同

様、この用語が、賃借権に関して認められる種々の法現象を一括して理解す

るための説明概念として用いられることが多くなった結果、第1に、当初に

おける厳密な法解釈学上の理論装置としてではなく、法社会学的な概念、あ

るいは単なる比喩的な概念として、BGB旧571条によって「賃借権の物権

化」が生じていると説く見解が増えはじめ、また、この点とも関連して、第

2に、「状態債務関係」論と「賃借権の物権化」論は、結局は同一理論であ

るとの評価がなされるようになっているからである。

そもそも我妻（1928年）が「状態債務関係」論をわが国に紹介する際に引

用していたギールケ（1917年）は、ゲルマニスト的発想に立って、「この理
（19）

論は、明らかに物権化の端緒である」と述べていた。同様に、村（1930年）

ならびに石工（1956年）の引用するレニング（1930年）も、利益法学の立場
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（20）

に立脚して、 賃借権の利益内容は物権的利益にほかならないと説く。他方、

「賃借権の物権化」論に立つ林（1942年）および佐賀（1981年）の引用するヴ

イアツカー （1941年）は、BGB旧571条により認められた賃借人の地位は実
（21）

質的には《郷 底物z》と変わらないとする見解、また、佐賀（1981年）の

引用するドゥルカイト（1951年）は、すべての債権的権利は占有により物権
（22）

的権利に転化する、という見解であって、これらの所説もまた、上記ギール

ケ（1917年差 やレニング（1930年）の所論と同様、厳密な解釈論上の法律構

成としての 「賃借権の物権化」論（コザック説）とは異なるように見受けら

れる。他方、 佐賀（1981年）が、「ドイツ大審院がこの理論〔＝「状態債務関

係」論〕を採用したのは、賃貸人の義務がドイツ法上の物上負担（Real．

1ast）に類似するというテーゼにもとづいていたことによるとする指i摘があ
（23）

る」として紹介するピーパーの説明は、「状態債務関係」論と「物権化」論

を同一視する見解に他ならない。なお、最近のドイツ法文献では、エメリヒ

も、「状態債務関係」論は、賃借権を物上負担のごとく捉える見解であると
（24）

述べている。

（3） 「契約引受」論

しかしながら、今日のドイツ法学説は、「賃借権の物権化」論の側に収量

したというわけではない。賃貸人たる地位の当然承継の法律構成に関するド

イツの今日の通説は、「契約引受（Vertrags曲ernahme）」論であって、この

理論の発生経緯を述べるならば、以下のようになる。

周知のように、 ドイツ民法は、フランス民法や日本民法と異なり、債権譲

渡 （Ubertragung　der　Forderung）のほかに、債務引受（Schu1漁bernahme）

に関する規定を有しているが（新旧条文とも、債権譲渡につき398～413条、債

務引受につき414～419条）、しかし、それら個々の債権債務関係の総和である

契約関係の包括的移転を定めた条文は存在しない。そのため、20世紀前半の

ドイツにおいては、契約関係のうち憤権については債権譲渡の方法により、

また債務については債務引受の方法により個別的に移転を認める分解説（デ

メリウスら） と、契約関係には債権・債務以外の要素（解除権その他の形成権

など）が存在するため、これを債権・債務に分解して移転する発想をとるこ

とはできないとする一体説（ジーバーら）の対立が見られた。かかる対立に
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対して、1950年にロンドンで開催された第3回国際比較法会議におけるレー
（25）

マン報告を契機として、ドイツの学説は、一体説の立場へと傾斜してゆき、
（26）

1963年のピーパー論文以降、一体説が通説化することとなるが、学説は、分

解説・一体説のいずれの論者においても、契約引受を任意的（約定）契約引

受と法定契約引受の2つに分かち、そして、BGB旧571条（現行566条）を、

法定契約引受の典型として位置づけたのである。

以上のような経緯の結果、今日のドイツにおいては、旧571条（現行566

条）の効果を法定契約引受と説明する見解が一般的になっており、そして、

この立場は、我妻『債権各論・中巻1』（1957年）により、「これ〔＝BGB旧

571条の効果〕は法律上当然の移転として、それ以上の理論構成は不要とい

う」エンネクツェルス＝レーマン（1954年）の記述が引用されることで、わ
（27）

が国にもいち早く紹介されていた。しかしながら、我妻が、ほかならぬ「状

態債務関係」論をわが国に定着させた立役者でもあったことから、その後の

日本において、「契約引受」論が通説となる機会は失われた。他方、「状態債

務関係」論と「賃借権の物権化」論の同一視の個所で触れたピーパー論文は、

上に述べたように、ドイツにおける「契約引受」論の通説化をもたらした業

績であったが、しかし、前記のごとく、「賃借権の物権化」論に立つ佐賀

（1981年）は、同論文の分析を部分的に引用したにとどまり、「契約引受」論

それ自体の支持には回らなかった。

だが、わが国における「状態債務関係」論や「賃借権の物権化」論の論者

が、こうした「契約引受」論の論者の所説の一部のみを切り取って引用した

点は、必ずしも適切でなかったように思われる。というのも、ドイツにおい

て、「状態債務関係」論や「賃借権の物権化」論は、「契約引受」論とは相容

れない学説と理解されているからである。我妻（1957年）および佐賀（1981

年）は、上記参照の他にも、ラーレンツの債権法教科書を引用しているが、

しかし、ラーレンツは「契約引受」論の論者であって、かつ、「状態債務関
（28）

係」論あるいは「賃借権の物権化」論の排斥を明言している。同様に、佐賀

（1981年）が、「ドイツにおいて、状態債務関係理論は、今日では通説たる地

位を失っている」として引用するゼルゲル・コンメンタール第10版（メツが

一）（1967年）の記述は、「取得者は、法律：に基づき、賃貸人側の当事者とし

て、賃貸借関係に加入する（RGZ　102，177）。したがって、単なる債権譲渡で
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も債務引受でもない。また、571条は、状態債務とも、賃借権の物権化とも

関係がない（通説。エンネクツェルス＝レーマン、ラーレンツ・ジーバー。なお、
（29）

この論点に関する包括的検討として、デュルカイト）」というものであり、「状

態債務関係」論のみならず、佐賀の支持する「賃借権の物権化」論をも否定

したうえで、「契約引受」論に立つものである。なお、同コンメンタールの

第11版（クムマー）（1980年）および第12版（ハインツマン）（1997年）になる

と、その表現は微妙に変化し、「取得者は、法律に基づき、賃貸人側の当事

者として、賃貸借関係に加入する（RGZ　102，177）。したがって、単なる債権

譲渡でも債務引受でもない。しばしば、賃借権の『準』物権化（“Quasi”一

Verdinglichung）として示されるこの譲渡の効力は、新所有者への賃貸借関

係の包括的移転にほかならない（通説。ラーレンツ。なお、デュルカイトも参
（30）

照）」となっている。しかし、ここにいう「賃借権の『準』物権化」という

表現は、先にも触れた、単なる比喩的意味を超えるものではあるまい。

一方、藤井（1992年）が、「状態債務関係」理論は「現在のドイツではも
（31）

はや支持されていない見解である」として引用する、シュタウディンガー・

コンメンタール第12版の別刷であるエメリヒ＝ゾンネンシャイン・賃借権コ

ンメンタール第2版（エメリヒ）（1981年）を見てみると、当該引用個所で、

エメリヒは、4つの見解の存在を挙げている。その1は「賃借権の物権化」

論、その2は「状態債務関係」論、その3は旧571条をプ『ロイセン法の「譲

渡解放（Zessions16sung）」類似の制度と捉える見解（レオンハルト）、その4

は「法定契約引受（加入）」論であって、このうちの最後の説に立つエメリ

ヒは、上記メツガーと同様、「状態債務関係」論のみならず、「賃借権の物権
（32）

化」論も否定している。なお、同コンメンタールのその後の記述を追跡する

ならば、シュタウディンガー・コンメンタール第13版（1997年）になると、

エメリヒは、「571条による賃貸借契約の取得者の加入の法律構成については

争いがある。主に、以下の3つの異なる見解が対立している」として、上記
（33）

4つの見解のうち、「状態債務関係」論を除く3つだけを掲げるようになる。

さらに、同コンメンタールの最新版（2003年）では、「譲渡解放」論も別論

点とされて、現行566条の構造に関する学説の対立内容は、「賃借権の物権
（34）

化」論と「法定契約引受（加入）」論（通説）の2説と説明されている。

さらに、勉のド’イツ法文献も見てみると、エルマン・コンメンタール第10
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版（イエントレク）（2000年）は、「賃貸借関係は、賃借地の譲渡：の場合に、

一定の物権的効力（dingliche　Wirkung）を付与される」としつつ、「しかし
（35）

ながら、これによって土地賃貸借が物権になるわけではない」とし、ミュン

ヘナー・コンメンタールの最新版（ヘルマン）（2003年）は、「賃借地の譲渡

の場合には、賃貸借関係は準物権的効力（quasi－dingliche　Wirkung）を有し、
（36）

賃貸人の権利および義務は取得者に移転する」と述べる。なお、いずれの文
（37）

献においても、「状態債務関係」論に対する言及はない。

以上を要約するに、今日のドイツ法学説は、「法定契約引受」論にほぼ固

まっており、「状態債務関係」論に関しては、もはや言及する学説も少ない。

一方、「賃借権の物権化」ないし「（準）物権的効力」の表現は、今でも用い

られることがあるが、しかし、この用語は、かつての学説と異なり、旧571

条（現行566条）の法定効果に関する単なる比喩的な説明概念にすぎないよう

に見受けられる。

皿　フランス法

次に、以上のドイツ民法旧571条（現行566条）の制定過程にも影響を与え
（38）

た、フランス民法1743条の法構造を概観しておこう。

1　フランス民法1743条

ローマ法の「売買は賃貸借を破る」の原則は、フランス古法にも継受され

たが（フランスにおいて、同ローマ法原則は《10i　Emptorem》と呼ばれる）、革命

前夜のフランスにおいては、これに対する2つの例外が存在した。その1は、

9年を超：える長期賃貸借に関しては《loi　Emptorem》原則を排除するという
（39）

ものであり、その2は、9年以下の短期賃貸借についても、原賃貸人と譲受

人の間の不動産譲渡契約（証書）中に、賃貸借契約維持の特約を挿入する慣

習である。

革命政府は、農業の発展を図るため、賃貸借の中でもとくに農地賃貸借に

つき、上記古法の立場を修正する立法を行った。すなわち、1791年9月28

日・10月6日デクレによる農事法典2条は、6年以下の賃貸借につき、特段

の合意がない限り、譲受人は賃貸借契約を解除することができない旨を規定
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する。これは、古法時代の賃貸借維持特約に関する原則と例外を逆転させる

ものである。その一一方において、同法典3条は、6年を超える賃貸借につい

ては、古法とは逆に、《loi　Emptorem》原則を適用して譲受人の解除請求を

認め、その結果、長期賃貸借に関しては、これを物権と理解する余地がなく

なった。

フランス民法1743条は、以上の古法および中間法の立場をさらに推し進め、

第1に、農地賃貸借のみならず、すべての賃貸借につき、また、第2に、短

期賃貸借のみならず、長期賃貸借についても、反対の特約なき限り、《loi

Emptorem》原則を排除し、「売買は賃貸借を破らない」立場に立つ。

【フランス民法1743条（原始規定）】

賃借人が賃借物を売却する場合には、取得者は、公正証書による賃貸

借または確定日付ある証書による賃貸借の土地賃借人または建物賃借人

を立ち退かせることができない。ただし、反対の特約がある場合には、
（40）

この限りではない。

立法者の中には、同条を、古法以来の賃貸借維持特約の慣行の成文化と見

る者もいた。しかしながら、立法者の多くは、同条の立退請求否定の結論を、

ローマ法の《八潮zo　P　lzasブasris．．．》原則の適用（譲受人は賃借人の使用権限を差

し引いた部分の所有権を取得するにすぎない）と捉えていた。

2　学説
その後、19世紀注釈学派から、科学学派の登場を経て今日に至るフランス

法学説における、1743条の法構造に関する学説の対立および変遷は、ドイツ

のそれと、ほぼ同様である。

19世紀注釈学派の中には、トロロンのように、同条により賃借権は相対権

たる債権から絶対権たる物権に変更されたと解する見解も存在した。しかし

ながら、多i馬蝉は、ローマ法以来の賃借権＝債権という基本構造を崩すこと

なく、同条の効果を説明しようとした。一方、学説の中には、1743条を、単

に譲受人が賃借人を排除できないという消極的効果を付与したものにすぎず、

賃貸借関係を譲受人に承継させるものではないとする見解も存在した（オー

ブリーロー）。この見解によれば、譲受人・賃借人間に賃貸借関係が認めら

れるためには、第三者のためにする契約や更改といった、特別の合意が必要
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とされた。かかる理解は、債権関係を、あくまでも特定人を連結する閉鎖

（7’uris　vinculum）と解し、その譲渡性を基本的に認めないローマ法の立場に

最も忠実である。しかし、学説の多くは、1743条を、明渡請求の拒絶という

消極的効果のみならず、賃貸借関係の移行という積極的効果をも定めた条文

であるとの見解に立った。もっとも、その法律構成に関しては、1743条を、

第三者のためにする契約の存在を推定した規定と解する見解が多数を占めて

いた。

だが、20世紀に入ると、「第三者のためにする契約」説は次第に力を失い、

これに代わって、「従物は主物に従う（accessorium　sequitur　PrinciPale）」のロ

ーマ法源を援用する見解や、1743条の法定効果として当然の債務承継を肯定

する見解が有力となった。しかし、1950年代までは、依然として、賃借人の

承諾なしに、原賃貸人が免責されることはないとする立場が、通説的地位を

占めていた。また、この時代までの学説は、ドイツの契約引受に関する分解

説と同様、賃貸借関係を債権関係と債務関係に分かち、その各々につき個別

的な考察を行っていた。だが、1950年代以降、とくにドイツの契約引受に関

する一体説が紹介されると、同説は一気に通説化し、その結果、今日のフラ

ンス法学説は、BGB旧571条（現行566条）に関する「法定契約引受」論と同

様、1743条を、契約譲渡（cession　de　contrat）の一態様としての法定譲渡

（cession　l6gale）の典型として位置づけるに至っている。ただし、その一方

で、今日の学説の中にも、同条により賃借権が物権性を帯びる旨を指摘する
（41）

ものがあり、あるいは、1743条の「法定譲渡」の法構造それ自体を、「従物
（42）

（従たる権利）」理論を用いて説明する見解も存在している。

IV　日本法

次に、わが民法605条の立法過程における議論についても参照しておこう。

1　現行民法605条

ボワソナード旧民法は、賃借権を、永借権（現行民法における永小作権）や
（43）

地上権とともに物権として規定したが（財産編2条2項第3）、これに対して、

現行民法の起草過程においては、審議の当初から、賃借権を債権とすべきこ
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とが決定されていた。この決定は、法典調査会民法主査会に提出された次の

議案に基づく。

【乙第6号議案】

一賃貸借ヲ人権トシ人権忌中二歩規程ヲ掲クルコト

二賃借人ノ権利ハ・一定ノ条件ヲ以テ賃貸人ノ特定承継人二之ヲ対抗ス

ルコトヲ得ルモノト定ムルコト

そして、このうちの第2項が、現行民法605条へと連なるのであるが、富

井政章の言によれば、「第二項第六蘭西民法ノ千七百〔四十〕三条ノ規定ヲ
（44）

採ツタモノデアリマス」。

一方、上記主査会の決定を受けて起草された、後の現行605条の基となる

原案は、次のようなものであった。

【原案608条】

不動産ノ賃貸借ハ之ヲ登記シタルトキハ其不動産二付キ物権ヲ取得シ

タル者二対シテモ其効力ヲ生ス但敷金王覇借賃ノ前払ヲ以テ之二対抗ス

ルコトヲ得ス

原案608条の「其効力ヲ生ス」なる表現（現行605条についても同様）は、上

記乙第6号議案第2項の「対抗スルコトヲ得」と異なるが、しかし、原案

608条につき、起草委員である梅謙次郎は、「対抗スルコトヲ得ト云フコトニ

シマシタ」と説明していることから、両表現は同義と解される。また、梅は、

同条の効果として、新所有者からの明渡請求の拒絶という消極的効果のみな

らず、賃貸借関係の承継という積極的効果をも認めている。すなわち、「賃

貸人が所有権ヲ第三者二譲渡シタノデアルカラ前ノ賃貸人ハ権利義務ガナク
（45）

ナツテ第三取得者即チ後ノ賃貸人が総テ権利ヲ行ヒ義務ヲ負フコトニナル」。

一方、同原案の母法についていえば、まず、「売買は賃貸借を破らない」

立法を採用した点に関して、梅は、「各国ノ法律モ皆サウナツテ居りマス佛

蘭西和蘭伊太利漢太利モンテネグロ白耳義民法草案独乙ノニ読会民法草案杯

モ皆サウナツテ居りマス……本案甘気キマシテハ右ノ多数ノ例二女リマシテ

不動産ノ賃貸借ハ第三者二対抗スルコトヲ得ルトアリマシタ」と説明する。

また、第三者効力発生のための要件につき、上記乙号議案の段階では「一定

ノ条件ヲ以テ」とだけ述べられ、その内容が未定であったのに対して、原案

608条が、これを賃借人の登記とした点に関しては、「肩書ハ漢太利白耳義索
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遜ノ民法瑞西債務法皆野ジデソレ等ノ例二倣ツタノデアリマス」。ただし、

「今申上ゲタミツノ例〔オーストリア民法・ザクセン民法・スイス債務法を指す

ものであろう〕ハ仮令ヒ登記ノ場合デアツテモ矢張リ解約期限ヲ守ラナケレ

バナラヌ双方期限ヲ設ケテ置イテ其期限ノ後弓立退ケト云フコトが出来ルソ

レハ仕方ガナイト云フコトニナツテ居りマスガ本案デハ是レハ取ラナカツタ

・・…・�ｬ法典ニハ物権ト見罪代リニ之ヲ登記シテナカツタラ第三者二対抗が

出来ナイトシタノデ其点ハ既成法典ノ主義ノ方が判然シテ宜イト思ヒマシタ

ノデソレデ登記ノナイノハー切対抗が出来ナイ登記ガアルノハ対抗が出来ル
（46）

トシタガ簡便デアラウト思ヒマシタ」と説明している。このように、現行民

法605条は、「売買は賃貸借を破らない」主義それ自体に関しては、上記種々

の立法例に従う一方、その要件を賃借人の登記とした点に関しては、賃借権
（47）

を物権と構成する旧民法の立場を承継したものである。

2　学説の検討

さて、以上の基礎的考察を前提：に、以下では、本稿冒頭において提示した、

わが国の今日の学説の対立につき検討を加えることにしよう。

（1）民法605条の効果の内容

まず、民法605条（借地借家法10条・31条、農…地法18条）から生ずる効果の

内容は、①明渡請求の否定という消極的効果にとどまるか（半田・三宅）、そ

れとも、②賃貸借関係の当然承継という積極的効果をも認めるものか（判

例・多i数説）。

このうちの①賃貸借関係の当然承継効果を認めない見解は、19世紀フラン

ス法学説における少数説（オーブリ躍ロー）の立場や、わが国のかつての判

例の立場と同様のものであるが、しかしながら、本稿冒頭で述べたように、

今日の判例は当然承継の結論を採用している。また、先に見たように、わが

現行民法の起草者も、605条の効力内容として、対抗力の付与という消極的

効果のみならず、賃貸借契約関係の移転という積極的効果をも明言している

ので、立法者意思との関係でも、かかる解釈をとることは困難である。

もっとも、①非承継説に立ったとしても、当事者の意思解釈の領域におい

て、黙示の合意や合理的意思解釈論といった法理論を積極的に活用し、合意
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の存在を容易に認定する（さらにいえば合意の存在を推定する）ことによって、

賃貸借関係の当然承継に近い結果を導くことは可能である。一方、②当然承

継をも605条の効果として認める見解にあっても、例外的に賃貸借関係が承

継されない場合を認めるか、認めないかで説が分かれ、この点につき非承継

の例外を認める見解に立った場合には、この例外的場合の内容・範囲いかん

によっては、上記①非承継説と大差のない結果が導かれる可能性もある。

それゆえ、ここでの問題の本質は、賃貸借関係が承継されるか否かという

よりも、承継される場合の法律構成をどのように考えるか、という点にこそ

存する。

（2）民法605条の効果の法的性質

そこで、賃貸借関係が承継される場合の法律構成という観点から、改めて

整理し直すならば、学説は、上記①非承継位すなわち当事者の特別の合意の

効果によって承継されるとする説（半田・三宅）に対して、②「状態債務関

係」論（我妻・石外）、③「賃借権の物権化」論（林・佐賀・小柳のほか、甲
（48）

斐・安達）、④「契約引受」ないし「契約譲渡」論（野澤・大窪）が対立する。

上記のように、民法605条が、要件に関して賃借人の登記を選択した点は、

賃借権を物権と構成する旧民法を継受したものであり、その限りでは同条は

③「賃借権の物権化」論と親和性があるといいうるが、しかし、条文を全体

としてみた場合、605条は、フランス民法・オーストリア民法・スイス債務

法・ドイツ民法草案その他多数の立法例を参照して起草されたものであり、

いずれか1つの立法例をもって母法とみなすことはできない。だが、その一

方において、すでに見たように、ドイツ民法旧571条（現行566条）は、フラ

ンス法の立場を参照して立法されたものであり、他方、フランス民法1743条

に関する今日の通説は、ドイツ法学説の影響を受けて形成されたものである。

のみならず、旧民法における賃借権＝物権構成もまた、フランス民法1743条

に関する物権説の立場を参照したものであるから、ドイツ法学説に依拠しよ

うが、フランス法学説に依拠しようが、それらは、結局は同一の法構造に関

する解釈論ということになる。そして、この点に関する今日のドイツ法学

説・フランス法学説は、いずれも「契約引受」ないし「契約譲渡」論に立っ

ているから、一一ちなみに、この点は、605条起草の際に参照された他の立
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（49）

法例、たとえばオーストリア民法やスイス債務法に関しても同様である一一、

いずれの法素材を用いようとも、少なくとも比較法的研究の限りでいえば、

自ずと④「契約引受」ないし「契約譲渡」論支持の結論がi導かれることにな

るのだろう。

ただ、この論点に関する最終的な結論を下すためには、以上のような比較

法的・沿革的な視点以外の側面にも目を向けておく必要がある。

その第1は、借地借家法10条（旧建物保護法1条）の存在であって、同条

は、「借地権」すなわち「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」

（借地借家法2条1号）の二者を、同一の条文をもって規律するものである。

となれば、少なくとも同条との関係でいえば、物権たる地上権と債権たる賃

借権とで、当然承継の結論を導く法律構成を別異に解することは不合理であ

り、物権たる地上権と同様、この場合の賃借権についても、③「物権化」論

に立つのが素直な解釈のようにも思われる。

しかしながら、第2に、③「賃借権の物権化」論（厳密な法律構成として

の）を採用した場合には、賃貸借関係を移転させない例外が、まったく認め

られなくなる点が問題となる。土地所有者Aが、Bの地上権の設定された土

地を、Cに譲渡した場合、地上権の内容（Bの使用収益権やAの地代請求権）

を、もはや土地所有者ではないAとの問で留保することはできない。「物権

化」した賃借権に関しても、これと同様に理解されることになるからである。

だが、この点に関する判例の立場は、すこぶる微妙である。すなわち、本稿

冒頭に掲げた「状態債務関係」論をとる下級審判決の上告審である最（一

事）判平成11・3・25は、「自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が

右建物を第三者に譲渡して所有権を移転した場合には、特段の事情のない限

り、賃貸人の地位もこれに伴って当然に右第三者に移転し、賃借人から交付

されていた敷金に関する権利義務関係も右第三者に承継されると解すべきで

あり（最高裁昭和35年㈹第596号同39年8月28日第二小法廷判決・民集18巻7号

1354頁、最高裁昭和43年㈲第483号同44年7月17日第一小法廷判決・呼集23巻8号

1610頁参照）、右の場合に、新旧所有者間において、従前からの賃貸借契約

における賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これを

もって直ちに前記特段の事情があるものということはできない」とする。同

判決は、一方では、結論的には賃貸人たる地位の留保特約の効力を否定して
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いるが、しかし、他方において、「特段の事情」がある場合には賃貸借関係

が移転しない余地を残している。同様の「特段の事情のない限り」との表現
（50）

は、 同判決の引用する最（二小）昭和39年8月28日のほか（なお、最（一封）

判昭和44・7・17には、かかる表現は存在していない）、最（二小）判昭和40・
（51）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（52）

3 ・19民集19巻2号473頁、最（二割）判昭和46・4・23露虫25巻3号228頁

にも認められるが、以上のような判例の立場を是認した場合には、少なくと

も、 ①賃貸借関係承継の法的根拠を当事者の合意に求め、かつ合意の推定と

いう操作を行わない説、ならびに、③「賃借権の物権化」論は、とることが

できない。となれば、残る学説は、①説に立ちつつ当事者意思の推定を広く

認める説か、②「状態債務関係」論か、④「法定契約引受」論ということに

なるが、すでに触れたように、フランスにおいては、賃貸借関係の当然承継

の根拠を「従物」理論で説明する見解があり、また、今日フランスの通説で

ある④「法定譲渡」論（「法定契約引受」論）の中にあっても、同説にいう

「法定譲渡」それ自体の法的性質を説明する際に、「従物」理論を援用する見

解が存在していた。一方、わが国の④「法定譲渡」論（「契約引受」論）の代

表的論者である野澤も、「その〔＝賃貸借関係の承継の〕理由は、実質的には

当事者の意思の推定に求められ、また形式的には、民法87条2項の背後にあ

る 『（附）従物は主物に従う』との一般原則（ボワソナードの見解）に基礎づ
（53）

けられる」とする。他方、賃借権を所有権の「付属物（Appendix）」ないし

「付従物（Annex）」と構成する②「状態債務関係」論も、もし理論的に突き

詰められていたならば、これと同様の法律構成に行き着くものと見受けられ

た。

それゆえ、上記の点と関連して、第3に問題となってくるのは、わが国の

判例が、建物所有権の移転に伴う敷地利用権の当然移転その他に関する法律
（54）

構成につき、「従たる権利」理論を採用している点である。賃貸人たる地位

の移転につき同理論を用いる判例はいまだ存在していないが、しかし、最
（55）

（二一）判昭和48・2・2民集27巻1号80頁は、「賃貸借継続中に賃貸家屋の

所有権が譲渡され、新所有者が賃貸人の地位を承継する場合には、賃貸借の

従たる法律関係である敷金に関する権利義務も、これに伴い当然に新賃貸人

に承継される」と述べ、所有権移転＝賃貸借関係の移転＝敷金に関する権利

義務の移転のうち後二者を、「従たる権利」理論を用いて接合している。と
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ころで、わが民法87条（2項「従物は、主物の処分に従う」）に関しては、こ

れを当事者の合理的意思の推定規定と解する見解と、物の客観的経：済的結合

関係を保持し社会的効用を維持するために設置された規定と解する見解が存
（56）

在する。上記④「法定譲渡（契約引受）」論に立つ野澤の主張は、このうち

の前説（当事者意思推定規定説）と同一に帰するが、しかし、かかる法律構

成と、①当事者の合意要求説において、当該合意の存在を広く認定（推定）
（57）

する処理を行った場合との違いは、もはや紙一重のものである。他方、②

「状態債務関係」論は、ニュアンス的には藩邸（社会的効用説）に近いように

見受けられるが、しかし、後説に立った場合にも、87条を強行規定と解し特

約による同条の排除をまったく認めない解釈はとられていないから（もっと

も、後説に立った場合のほうが、前説よりも、従物が主物の処分に従わない例外

は認められにくくなるが）、上記「特段の事情」による賃貸借関係留保の余地

を残す判例の立場につき、同説に立ってこれを正当化することは可能である。

だが、このようにして見てみると、賃貸借関係の承継をめぐる今日の学説

は、古典的学説である①当事者の合意要求説・②「状態債務関係」論・③

「賃借権の物権化」論の三者と、近時有力説である④「法定契約引受」ない

し「法定譲渡」論との問で、議論が噛み合っていない印象を受ける。という

のも、①②③説の側においても、新所有者からの明渡請求の拒絶ならびに

（②③説にあっては）賃貸借関係の当然承継が、条文によってはじめて認めら

れた「法定効果」である点は争っていないのであり（条文がない場合にもこ

れらの効果が認められるとする見解は存在しない）、したがって、古典的学説に

おける争点は、ここにいう「法定効果」の法的性質一この「法定効果」は、

既存の法制度・法理論のうちのいずれと同様ないし類似のものといえるか、

という選一にこそ存した。ところが、これに対して、④「法定契約引受」

論は、少なくともドイツにおいては、すでに我妻α957年）が適切に紹介し

ているように、上記効果は条文によって認められた法定効果であると説明す

れば足り、「それ以上の理論構成は不要」とする見解である。したがって、

この見解を日本に輸入する際には、古典的学説におけるような法定効果の性

質に関する議論が、なぜ不要となるのかについての説明が必要であるところ、

現在のわが国の「法定契約引受」論においては、この点に関する説明が不存

在ないし不充分である。
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V　結語

ドイツにおいて、④「法定契約引受」論が通説化した背景には、賃貸借関

係の移転に関するBGB旧571条以下（現行566条以下）の定める要件および

効果が、フランス法（フランス民法1743条）や日本法（民法605条、借地借家法

10条・31条、農地法18条）と比較して非常に詳細・具体的であるため、この

問題につき一般的な性質論までさかのぼって結論を演繹する必要性も実益も

認められない、という特殊事情が存在している。すなわち、今日のドイツの

学説は、賃貸借関係移転の要件・効果について、たとえ不明な個所が生じた

としても、それは、当該論点に関係する個々の条文の解釈から自ずと明らか

になるのであって、一般的・抽象的な承継の性質論から（いわば概念法学的

に）演繹すべきものではない、という前提に立っている。

だが、これに対して、賃貸借の承継に関する条文内容の貧弱なフランスに

おいては、性質論までさかのぼらなければ、条文の定めていない論点につき

解答を導くことが困難であり、このことが、今日通説化した④「法定譲渡」

論の内部においても、そこにいう「法定譲渡」なるものの法的性質につき、

何らかの説明（「賃借権の物権化」論や「従たる権利」論）を加える論者が少な

くない理由となっているように思われる。

そして、このような状況は、日本法においても同様である。ドイツと異な

り、賃貸借関係の承継の要件・効果に関する詳細な規定をもたない日本にお

いては、たとえば、（1）具体的にいかなる権利義務が移転し、あるいは移転

しないのか、⑳当事者の合意によって賃貸借関係を留保することができる

か、あるいは、⑳新所有者が賃貸借契約上の権利を主張する場合の要件

（いわゆる「賃料請求と登記」の論点）等について解答を導くためには、賃貸

借関係の承継効果が、他の法制度・法理論のいずれと同様ないし類似のもの

かを検討し、同様ないし類似と判断された法制度・法理論の定める要件・効

果を、この場合に類推適用してゆくしか方法がない。これに対して、④少な

くともドイツの「法定契約引受」論のロジックをそのままわが国に持ち込ん

だ場合には、たかだか605条の明定する明渡請求の拒絶効果から、その論理

的帰結として法律関係の承継効果が生ずるところまでしか説明することがで
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きず、上記（1）⑳⑳といった論点に関しては、一一ドイツのようにこれらの

個別論点に対応する具体的条文が存在しない以上一一、解答を導くことがで

きない。この点との関係で、結局、日本においては、605条の定める法定効

果につき、その法的性質を問題とせざるを得ないのであり、そして、上記（1）

⑪⑳の問題は、①当事者の合意による移転説にあっては、当事者の合理的

意思解釈論に関して判例・学説が形成してきた判断枠組みを用いて処理され、

②「賃借権の物権化」論にあっては、地上権等に関する規定の類推適用によ

り処理され、③「状態債務関係」論ないし「従たる権利」理論にあっては、
（58）

民法87条のi類推（拡張）適用によって処理される、ということになる。

では、このうち、判例が類似事例について用いる「従たる権利」理論に立

った場合、上記（1）⑳⑳の論点に関する判断は具体的にはどうなるか。まず、

（1）の論点に関しては、主物・従物の認定に関する判例・学説の理論が類推適

用されることとなり、したがって、87条に関する当事者意思推定規定説と社

会的効用説のいずれをとるかによって、結論は異なってくる（野澤のように

前説に立った場合、「従たる権利」になるか否かの判断は主観的な色彩を帯びるの

に対して、後鞘に立った場合には、客観的判断の方向に傾く）。（II＞の論点に関し

ては、すでに触れたように、「賃借権の物権化」論と違って、賃貸借関係の

留保が認められることになるが、しかし、その要件に関しては、やはり87条

に関する当事者意思推定規定説と社会的効用説のいずれをとるかによって差

異が生ずることとなる。また、⑪の論点に関しては、主物に関する公示・対

抗要件の具備により、同時に従物に関する公示もなされていると解すべきで

あり、したがって、従物につき固有の公示・対抗要件を備える必要はないと
（59）

するのが判例・通説の立場であるから、「従たる権利」である賃借権をめぐ

る種々の権利関係は、一律に「主たる権利」である所有権の移転登記を基準

として処理するのが筋であろう。なお、この論点⑳に関しては、新所有者C

と賃借人Bとは177条の対抗関係に立たない、といった指摘がしばしばなさ

れているが、「賃借権の物権化」論に立った場合はもちろん（新所有者Cの地

上権者Bに対する地代請求は対抗問題である）、それ以外の当然承継説において

も、Bによる賃料請求拒否（Cの賃貸人たる地位の否定）は、これと結合した

Cの所有権潤たる地位の否定を意味するから、賃借人に対する賃料請求もま
（60）

た対抗問題そのものというべきである。
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（1） 半田正夫「賃貸中の不動産の譲受人と賃借人の関係についての一考察」末川

〔博〕先生追悼論集『法と権利1』〔民商法雑誌78巻臨時増刊号（1）、1978年〕303

頁 （とくに320頁以下。なお、半田・後掲注（52）①・②も参照）、三宅正男『契約

法 （各論・下巻）』〔青林書院、1988年〕721頁、723頁。

（2） 星野英一『借地借家法』〔有斐閣法律学全集、1969年〕420頁「通説は、……

理論構成として、賃貸人の地位は所有権と結合した一種の『状態債権』と説明す

る （我妻「敷金の付従性」『民法研究VI』158頁以下、同・各論中1〔607〕、石外

「独逸民法第571条の法的効果」和歌山大学経済理論33号47頁、注釈民法⑮前掲箇

所）」。なお、ここで「状態債務関係」論に立つ見解として引用されている諸文献

を改めて示せば、以下の通り。我妻栄①「敷金の附従性」法学志林30巻9号

〔1928年〕22（1046）頁……所収『民法研究VI債権各論』〔有斐閣、1969年〕143

頁、 心外克喜「独逸民法第571条の法的効果一賃貸人の地位の法定移転の性質」

和歌山大学経済理論33号〔1956年〕27頁、我妻栄②『債権各論・中巻1（民法講

義V2）』〔岩波書店、1957年目420頁、幾代通（編集）『注釈民法q5）債；権（6）』〔有

斐閣、1966年〕605条〔幾代通〕157頁。さらに、幾代通＝広中俊雄（編集）『新

版・注釈民法α5）債権（6）（増補版）』〔有斐閣、1996年〕605条〔幾代通〕183頁も同

様 （なお、同書182頁、183頁の引用するスイス債務法259条・260条・281条・282

条は、1989年前法改正（1990年施行）により、261条・261a条・261b条・290条

に変更されている）。

（3） 「賃借権の物権化」の用語は、①対抗力の付与の側面のほかに、②存続期間

の長期化、③譲渡性、④賃借人の投下資本回収制度としての費用償還請求権（借

地・借家の場合には建物買取請求権・造作買取請求権）、⑤妨害排除請求権の承

認をその内容としており（「賃借権の物権化」の用語の諸相に関しては、七戸

「新 『借地借家法』の基本視点一『賃借権の物権化』論との関係で一」自由

と正義43巻5号〔1992年〕5頁。その後の文献として、『コンサイス法律学用語

辞典』〔三省堂、2003年〕1125頁以下、『法律学小辞典（第4版）』〔有斐閣、2004

年目 852頁）、その結果、判例においては、当該事案において問題となっている賃

借権は、たとえば①（＋②＋③＋④）の点において「物権化」しているので、⑤

妨害排除請求権も肯定されるべきである、といった形の立論が行われることとな

る。 わが国の判例において「物権化」という表現がはじめて登場するのは、管見

の及ぶ限りでは、【1】大判昭和12・5・28民集16巻903頁における当事者の上告

理由であり（「現在我国藍紙ケル建物所有ヲ目的トスル土地ノ賃貸借ノ如ク著シ

ク物権化セル賃貸借（岡村玄治氏債権法各論330乃至336頁薬師寺博士増訂借地法

借家法論19頁林信雄氏債権法各論224頁恩田氏借家法論53頁参照）二付テハ

…… v）、その後の判例において、「物権化」の用語は、当事者の主張あるいは判

旨の理由づけにおいて頻繁に援用されるところとなる。以後の裁判例は、いずれ

も戦後のものとなるが（【2】札幌高話昭和25・2・23藩臣7巻12号1428頁

（【4】原審）、【3】大阪地謡昭和25・9・18下民集1巻9号1477頁、【4】最

（一小）判昭和28・12・1嘆民集7巻12号1401頁（【2】上告審）、【5】東京地判昭
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和30・3・31判時55号16頁・判タ48号63頁、【6】仙台高秋田支判昭和32・9・

16民集13巻13号1656頁、【7】神戸地判昭和33・12・23下民集9巻12号2564頁、

【8】最（三小）判昭和35・12・20画集14巻14号3130頁、【9】最（二小）判昭和

37・7・20民集16巻8号1583頁、【10】大森簡判昭和37・9・27誰時316号10頁・

判タ136号83頁、【11】東京高判昭和40・3・30税務訴訟資料51号391頁、【12】東

京高判昭和41・3・15行裁集17巻3号279頁・訟月12巻5号768頁・直直191号165

頁・金商241号26頁・東自民17巻3号28頁・税務訴訟資料44号196頁、【13】最

（一首）判昭和43・3・28判時518号49頁、【14】松山地決昭和43・7・23行裁集

19巻7号1295頁、【15】最（一層）判昭和43・9・12女時535号52頁・判タ227号

139頁、【16】最（一丁）判昭和43・11・28凝集22巻12号2833頁、【17】東京高齢

昭和43・12・26昭和43年㈲第660号、【18】最（三小）判昭和44・2・18民集23巻

2号379頁、【19】東京地判昭和44・12・4行裁集20巻12号1654頁、【20】最（一

曲）判昭和46・1・22民集25巻1号45頁、【21】熊本地玉名支判昭和46・4・15

下民集22巻3＝4号392頁、【22】大阪高嶺昭和46・10・21下民集22巻9＝10号

105頁、【23】東京地息昭和48・10・30年時733号70頁・判タ301号152頁・金法722

号36頁、【24】最（一小）判昭和49・9・26民集28巻6号1213頁、【25】東京高判

昭和49・11・26父島768号32頁・判タ323号161頁・東自民25巻11号1頁、【26】最

（一寸）判昭和51・3・4民集30巻2号25頁、【27】最（一直）判昭和52・9・29

叡慮866号127頁・金商536号18頁、【28】最（一壷）判昭和53・2・15税務訴訟資

料97号221頁、【29】最（二小）判昭和53・12・22民集32巻9号1768頁、【30】東

京地判昭和54・12・20行庭前30巻12号2047頁、【31】大阪高這昭和55・3・19判

タ421号86頁、【32】千葉地判昭和57・3・26行無智33巻3号600頁、【33】東京血

判昭和60・12・25判時1179号125頁・判タ609号67頁、【34】最（一首）判昭和

62・10・8民集41巻7号1445頁、【35】神戸地吉平成元・1・27判タ722号258頁、

【36】東京高判平成2・4・25行裁集41巻4号882頁、【37】東京裏判平成13・

11・22金商1140号53頁）、これら合計37例の裁判例のうち、判旨が「物権化」の

用語を用いた説示を行っているものは、12例に及ぶ（最高裁判決1例……【16】、

下級審判決11例……【5】【6】【7】【10】【19】【23】【31】【32】【33】【36】

【37】）。

〔4）古くは、林良平「物権関係債権関係の交錯一一ヴィアッカー氏の民法改組に

関する提言の紹介」斎藤〔常三郎〕博士還暦記念『法と裁判』〔有斐閣、1942年〕

371頁、近時においては、佐賀徹哉「賃借権の物権化に関する一試論一物権・

債権交錯の一断面」林良平先生還暦記念論文集『現代私法学の課題と展望ω』

〔有斐閣、1981年〕102頁以下。さらに、藤井俊二「ドイツの住居賃貸借関係にお

ける金銭の一回的給付について一Blank，　H．の所説に即して」山梨学院大学法

学論集24号〔1992年〕426頁……所収・『現代借家法制の新たな展開（借地借家法

研究1）』〔成文堂、1997年〕195頁も参照。

（5）　ドイツにおける「契約引受」理論の展開過程に関しては、神田博司「契約譲

渡：論（一）～（二・完）」法学新報68巻6号〔1961年〕20（420＞頁、7号26（488）
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頁、 クヌート・ヴォルフガング・ネル（小川浩三訳）「契約引受（Vertrags曲er

nahme）一新しい法現象の成立」北大法学論集39巻3号〔1988年〕99（595）

頁、 斎藤充弘「契約上の地位の譲渡：に関する一考察」帝京法学17巻2号〔1990

年〕 169頁、大窪誠①「ドイツにおける契約引受論」法学（東北大）55巻3号

〔1991年〕142（500）頁、大窪誠②「BGBにおける法定契約引受一2つの範

例としてのBGB571条とBGB613a条」岩手県立盛岡短期大学法経論叢13号

〔1992年〕29頁、野澤・後納注（6）188頁以下に詳しい。なお、大窪は、日本法の

解釈論においても、「状態債務関係」論を批判し、「契約引受」論に立つ。大窪誠

③ 「賃借権が対抗力を有する場合における賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の帰

趨」 法学（東北大）60巻6号〔1996年〕49（1061）頁。

（6） 「売買は賃貸借を破る（破らない）」の命題をめぐるフランス法研究は、原田

純孝『近代土地賃貸借法の研究一フランス農地賃貸借法の構造と史的展開』

〔東京大学出版会、1980年〕の後、「賃借権の物権化」論との関係では小柳春一郎

『近代不動産賃貸借法の研究一賃借権・物権・ボワソナード』〔信山社、2001

年〕 が、「契約引受」論との関係では野澤正充『契約譲渡の研究』〔弘文堂、2002

年〕 が現れ（なお、なお、野澤・後掲注（52）①・②・③も参照）、その結果、こ

の論点に関する比較法的研究の成果は、現在では、ドイツ法領域を凌駕するに至

っている。

（7） 第一審評釈……星野豊・ジュリスト1087号〔1996年〕151頁、控訴審評釈

……ｼ本崇・判例タイムズ900号〔1996年〕57頁、上告審評釈……野澤正充・法

学セミナー538号〔44巻10号、1999年〕104頁、石田剛・判例タイムズ1016号

〔2000年〕46頁、磯村保・判例評論491号〔判例時報1691号、2000年〕34（196）

頁、 久須本かおり・愛知大学法学部法経論集152号〔2000年〕43頁、山本豊・私

法判例リマークス21号〔2000年〕46頁、小林正『平成11年度主要民事判例解説』

判例タイムズ臨時増刊1036号〔2000年〕90頁、佐伯一郎・NBL703号〔2000年〕

59頁、金子敬明・ジュリスト1209号〔2001年〕151頁、羽田さゆり・札幌法学

（札幌大学）13巻1＝2号〔2002年〕17頁。

（8） この論点に関するBGB制定に至るまでのドイツ法の歴史に関しては、我

妻・前掲注（2）①26（1050）頁以下……所収・148頁以下に、簡潔な言及がある

ほか、村教三『不動産賃貸借法史論』〔有斐閣、1937年〕、星野英一「不動産賃貸

借法の淵源一原題『不動産賃貸借法の歴史と理論』」『民法論集（第3巻）』〔有

斐閣、1972年〕277頁が非常に詳細である。なお、この論点に関する最新の文献

として、Joachirn　JxcK：：LI／Peter　KR：EuTz／Dieter　R8uTER（hrsg．），G6疏漉早発

s6加舜動7遊㎎6％So㎜認。脇買〉（22．　lanuar　Z938　bts　6．　Degember　2000），Im

Auftrag　der　Rechtswissenschaftliche簸Fakult薮t　der　Christian．一Albrechts一

Universit翫zu　Kie1，　De　Gruyter　Recht，　Berlin，2003所収の諸論文がある。とり

わけ、Wemer　SCHU：BERT，　yb窺餌6％8ゑ50加％握罫引。離9％郷鰯6加60諺46s、BGβ，

S．41ff；Hans　HATTENHAuER，砺。耐醒競醜げ≧S．153　ff；Hans　W亙ELING，
．Dゑ6 G物舷s平海3野饗諮認％gZ励6s　1～60紘S．201　ff．
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（9） Motive　der　1．　Kommission，　II，　S．381　ff；［in］Benno　MuGDAMhrsg．），1）∫6

96sπ〃z多％孟6％」惚陀万σ1ゴ6η2％〃z」Bl痴㎎671ゴ6勉％G6s6なろ％功勉7吻s　46％な。加1～θゴ6乃，　II．

Band：Recht　der　Schuldverhaltnisse，　Decker，　Berlin，1899，　S．212　f．

（10） わが国の学説で、この論点に触れた文献として、我妻・前掲注（2）①

34 （1058）面面（13）……所収・154頁注（13）。これに対して、村・前掲注（8）261

頁注（3）は、「プロイセンー般州法に出て賃借権が物権であることは学者の間に

異論がない。諸書の差異は特別法の挿入・判例の引用学説の参照によって賃借権

の物権的性格がいかなる程度に於ていかなる種類のものであったかに向けられて

みるだけである」とする。

（11） なお、BGB第1草案理由書、第2委員会議事速記録に関しては、村・前掲

注（8）262頁以下が、その主要部分を訳出している。

（12） WIELING，吻π～Anm．（8），S．207　f．

（13） Protkolle　der　2．　Kommission，　Bd．　II，　S．1872　ff；（in）MuGDAN　II，　S．815　f．

WIELING，吻解Anm．（8），S．209　f．

（14） クローメ・後油注（15）が引用しているコザックの記述は、次の文献である。

Carl　Friedrich　von　GERBER，助s孟召〃z　4θs　4θ刎恕6舵％、P万。αか召6ぬな，　auf　der　Grund一

1age　des　Entw負rfs　eines　b銭rgerlichen　Gesetzbuchs　f故r　das　Deutsche　Reich，17．

Auf1．　neubearbeitet　von　Konrad　CosAcK，　G．　Fischer，　Jena，1895，　S．354　ff．

（15） Carl　CROME，」乙万θブ％鉱s孟凱s6舵ハ磁心フ！4θ7　Mづθ陀％016ぬ46〃z　46％お。勿％．8田島671げ一

o舵％G6sθ劾％6ぬ，　Jherings　Jahrbacher　far　die　Dogmatik　des　bargelichen

Rechts，　Bd．37，1897，　S．1ff：insb．　S．41　ff．その要約として、心外・前掲注（2）

31頁。もっとも、同論文において、《Zustandsobligation》ないし《Zustandss一

chuldverhaltnis》という単語が用いられている個所は、管見の及ぶ限りでは、見

出せなかった。

（16） さしあたり、我妻・前掲注（2）①40（1064）頁……所収・159頁の引用する

ギールケ・後出注（19）が、「状態債務」理論をとる見解として掲げている文献を

列挙すれば、Friedrich　ScHoLLMEYER，　Dσs　R60勿46γ6勿gθ1彫％S漉協4％娩赫

忽ss6ゴ解β窃㎎召71∫6乃θ％G6s6々6％6乃6プ諺7吻s」oθ％お61セθRθゴ61セθ．　E勿θDo鷹孟61伽㎎

％％6ELγ読鰯召㍑㎎467翫ゆあ6sガ窺〃z％㎎16％，　D　as　Recht　des　B豊rgerlichen　Gesetz一

buchs　in　Einzeldarstellungen，　Heft　4，　J．　Guttentag，　Berlin，1897，　S．51　ff；2．　Auf亙，

1904，S．74　ff；Konrad　HE：L：LwlG，　A％幼鰯論観4　KZog廻6紘B6診’短g62％窺

ろ勿g67Z娩θ％鰯4　g％鰯P7026β紹6鷹Abhandlungen　zum　Privatrecht　und　Zivi1一

prozeB　des　Deutschen　Reiches，　Bd．5，　Heft．1，　G．　Fischer，　Jena，1900，§56，　S．

426； Carl　CRoM：E，助s孟6窺46s　4醐お6舵回忌㎎67露6舵η」1～6漉過Bd．　II；Recht　der

Schuldverhaltnisse，　Mohr，エC．B．　Mohr，　Tubi登gen一：Leipzig，1902，§138，　S。7f；

§

242，S．536　ff；Ernst　Ec：K，　y∂露惚6鋤6プ磁s　R60膨46s、B廃㎎ε7露6舵％G6s6な一

ゐ襯＆Nach　dem　Tode　des　Verfassers　durch　Feststellu簸g　des　Wortlautes

fortgef曲rt　und　mit　Anmerkungen　versehen　von　R．：LE◎醗RD，　Bd．　I　enthaltend

B銭rgerliches　Gesetsbuch　Buch　I　u．　II，1。　u．2．　Auf亙，　Guttentag，　Berlin，1903，
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［Nachdruck］100　Jahre　B痕rgerliches　Gesetzbuch：B“rgerliches　Recht　20，　Keip，

Goldbach，2000，§80，　S．500；Heinrich　DERNBuRG，ηαs　6吻gε漉6舵R661診オ4εs

D6嬬6舵％R6嬬∫観4、Pγ6％ss6ηs，　Bd．　II：Die　Schuldverhaltnisse　nach　dem

Rechte　des　Deutschen　Reichs　und　PreuBens，　Abt．2，　EinzeIn．e　Obligationen．1．

u． 2．Auf1，　Waisenhaus，　HaUe，1901，§222111，　S．172；3．　Auf1，1906，§222111，　S．

204； Pau10ERTMANN，κo〃ziηzαη劾γ9z〃z　B窃㎎召γ1∫6乃6多z　G6sθ惚ろ％6乃z6多z4　s6勿zε％

覧ろ6㎎6s6な6％，β胃管6〃ゴ61乞6s　G6s6彪伽6ぬ，2．　Buch：Recht　der　Schuldverhaltnisse，

Abt． 2，5．Aufl，　Heymann，　Berlin，1929，［Nachdruck］100　Jahre　Bargerliches

Gesetzbuch：B薮rgerliches　Recht　49，　Keip，　Goldbach，1998，§5713　b），S．829．な

お、 以上の文献のうち、《Zustandsobligation》ないし《Zustandsschuldverhalt一

nis》という表現を用いているのは、ショルマイヤー第1版・第2版、クローメ、

デルンブルク第3版、エルトマソ第5版（第4版以前は未見。なお、同書・第1

版の刊行は1899年）である。したがって、結局、BGB旧571条に関する「状態

債務」の用語の最も古い使用例は、ショルマイヤーということになろうか。

（17） 石外・前掲注（2）46頁以下。

（18） 我妻・前掲注（2）②420頁。

（19） Otto　von　GIERKE，　D6％お。舵s」Pγ勿認766鉱Bd．　III：Schuldrecht，　Duncker＆

Fumbolt，　M伽chen－Leipzig，1917，§19716b，　S．542．我妻・前掲注（2）①

42 （1066）頁注（28）……所収・160頁注（28）。なお、我妻①・前掲42（1066）頁

注（29）は、「ギールケの前掲〔書〕には問題の概念〔＝「状態債務関係」概念〕を

理論的構成の意義にのみとるべからぎることが暗示せられて居る」とするが、む

しろ、「状態債務関係」概念を、厳密な理論的構成として突き詰めて考えなかっ

たことが、この概念をめぐる混乱を引き起こした。

（20＞ George　A．　L◎NING，　jD∫6　G物πぬ妨。んs〃zゴ漉σな漉㎎1∫6舵s、R66紘Schriften

des　f“r　Wirtschaftsrecht　an　der　Universitat　Jena，　Nr．9，　G．　Fischer，　Jena，1930．

村・前掲注（8）318頁以下、野外・前掲注（2）29頁註（1）。

（21） Franz　WIEAcKER，、0夢6　F四切θ鰯㎎ごzゐ躍飾θ♂z4％4　G69θ％s旋z％44θγ　％拓

〃z（惣6％sz％o㎡鰯％8　Deutsch．e　Rechtswissenschaft，　Bd．6，1941，　S．49　ff：［in］

Christian　WoLLsc肌AGER（hrsg．），　Fη％」伽且。㎜’2堀♂鶴。舵S伽γ伽〃z

（エ934－1942），Ius　Commune，　Ver6ffentlichungen　des　Max－Planck｛nstituts

fむrEuropaische　Rechtsgeschichte　Frankfurt　am　Main，　Sonderhefte：Studien

zur　Europaischen　Rechtsgeschichte　137，　Vittorio　Klosterman．n，　Frankfurt　a。

M， 2000，S．333　ff．林・前掲注（4）384頁、佐賀・前掲注（4）102頁以下。なお、

林・前掲は、基本的にはヴィアッカーの所説に賛成しているが、しかし、その一

方で、「所有権の必然的附加物（n◎twendige　Appendix　seines　Eigentums）とい

ふことは比喩的説明に過ぎずと排せられるにも拘らず、一面の真相を伝えるもの

のやうである」として、「状態債務関係」論にも賛同するかのようである。

（22＞ Gerhard　Du：LcKEIT，1万6　y出門夢㎎’1疹漉％㎎’oろ1側女）然漉671～6野庭，　Rec：ht腫n．d

Staat　in　Geschichte　un．d　Gegenwart。　Ein⑱Sam：mhlng　v◎n　Vortr農gen簸nd
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Schriften　aus　dem　Gebiet　der　gesamten　Staatswissenschaften；Heft　158／159，　J．

C．B．　Mohr，　T負bingen，1951．佐賀・前掲注（4）107頁以下。

（23） 佐賀・前掲注（4）110頁以下。

（24） STAuDINGER－Kommentar，12．　Auf1，ゴ吻πAnm（32），§571［EMMERIcH］，

Rn． 5－6，S．753－754；EMMERIcH－SoNNENscHEIN，2．　Aufl，げ吻。　Anm（32），§571

［EMMERIcH］，　Rn．5－6，　S．753－754．

（25） Heinrich　LEHMANN，1）∫6　Aろ≠z吻㎎oo％y観囎6η’［in］Ernst　WoLFF／

Max－Planck－Institut　f負r　auslandisches　und　internationales　Privatrecht

（hrsg．），Deutsche　Landesreferate　zum　III．　Internationalen　Kongress　f廿r　Rechts一

vergleichung　in　London，　Sonderver6ffentlichung　der　Zeitschrift　f負r　auslan一

disches　und　internationales　Privatrecht，　de　Gruyter，　Berlin，1950，　S．386　ff．

（26） Helmut　PIEPER；　％露㎎s虜ろθγ7zσ乃”z6　z6多z6　％γ加ogsろθ露7露だ　2㎎乙6♂6乃　6∫％

β6露㎎g％プL6ぬ泥θo吻％％㎎soεz纏伽毎Beitrage　zum　Zivilrecht　und　Zivi1一

prozeB；Heft　11，　Grote，　K61n／Berlin，1963．

（27＞ 我妻・前掲注（2）②420頁。Ludwig　ENNEccERus，　R66配伽S6伽1伽紙誌一
●

％z∬6，Lehrbuch　des　B負rgerlichen　Rechts，　Bd．　II，14．　Auf1．　von．　Heinrich

LEHMANN，　J．C．B．　Mohr，　T臼bingen，1954，§13312，　Anm．1，　S．522　f．

（28） Karl　LARENz，　Lθ加ろ％6ぬ46s　So伽Z4紹6心血Bd．2：Besonderer　Tei1，1．

Halbband，　C．H．　Beck，　M伽chen，13．　Auf1，1986，§481V，　S．241．　Vg1．　Bd．1：

Allgelneiner　Tei1，14．　Aufl，1987，§35111，　S．617．ただし、我妻・前掲注（2）②

420頁が参照しているのは、Bd．2，　Tei11の第1版（1956年）ないし第2版

（1957年）、佐賀・前掲注（4）114頁注（43）が参照しているのは、Bd．1の第12版

（1979年）以前の版である。

（29） 佐賀・前掲注（4）111頁。なお、野澤・前掲注（6）88頁、92頁も参照。Hans

Theodor　SoERGEL（bgr．），β卿g671ガ61診6s　G6s6～均ろ％6乃〃z％彫吻加％㎎ミg6sθ々％η6

ハ励θ㎎6s畝θ％，10．　Auf1，　Bd．2：Shuldrecht　I，　Wolfgang　SIEBERT（wiss．　Red．），

Kohlharnmer，　Stuttgart，1967，§571［H．R．　MEzGER］，　Rn．1，　S．885．

（30） Hans腫eodor　SoERGEL（bgr．），B勿9θ71∫61診θs　Gθsθ薦み％6乃〃z露Eノ吻1診鰯㎎3一

g6∫6彪観4魏ろθηgθsθ彪θ％，11．　Auf1，　Bd。3：Shuldrecht　II，　Otto　MUHL（wiss．

Red．），Kohlhammer，　Stuttgart，1980，§571［Wolfgang　KuMMER］，Rn．1，　S．346；

12． Auf1，　Bd．4／1：Schuldrecht　III／1，0tto　MUHL／Amdt　TEIcHMANN（wiss．

Red．），Kohlhammer，　Stuttgart，1980，§571［Walther　HEINzMANN］，　Rn．1，　S．

918．

（31） 藤井・前掲注（4）438～439頁……所収・207頁。

（32） Volker　EMME：RlcH／J豊rgen　SoNNENscH：E亙N，、娩6舵6財：Kommentar　zu　den．

mietrechtlichen　Verschriften　des　Bargerlichen．　Gesetzbuches　und　zu：m　Zweiten

Wohn士aumk加digungsschutzgesetz，2．　Auf1，　Schweizer／de　Gruyter，　Berlin，

§ 571［EMMERIcH：］，　Rn．。5－6，　S．753－754．　Vg1：ノ露払3”o％S％捌灘駅εκo携一

窺6％劾7　2％窺　8窃㎎67距6ぬξ1η　G6s6なみ％6ぬ　窺露E夢語ぬ鰯％9㎎6s6な　％鋸づ　魏66㎎6一
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s6如％，12．　Auf1，2．　Buch：Recht　der　Schuldverhaltnisse，§§535－580a　und

Zweites　Gesetz曲er　den　K伽digungsschutz　far　Mietverhaltnisse　aber　Wohn．

raum，　Schweizer／de　Gruyter，　Berlin，§571［EMMERIcH］，Rn．5－6，　S．753－754．

（33） STAuDINGER－Kommentar，　sゆ勉Anm．（32），13．　Auf1，§571［EMMERIcH］，

Rn． 7－10，S．484－485．

（34） STAuDINGER－Ko㎜entar，　s御Anm．（32），　Neubearbeitung　2003　von

Volker　EMMERIcH／Christian　RoLFs，　Buch　2：Recht　der　Schuldverhaltnisse

§§ 563－580a（Mietrecht　2），§566〔EMMERIcH］，　Rn．4－6，　S．60－61．

（35） Walter　ERMAN，β勿g召耽ぬθs　Gθsθ勧％o乃’Handkommentar　mit　AGBG，

EGBGB，　ErbbauVO，　HausratsVO，　HausTWG，　ProdHaftG，　SachenRBerG，

SchuldRAnpG，　VerbrKrG，10．　Auf1（hrsg．）Harm　Peter　WEsTwERMANN，

Aschendorff，　M伽ster，2000，　Bd．1，§571［Paul　JENDREK］，　Rn．1，　S．1434．

（36） κo〃z〃z6％伽2瑚¢、三図6zZ嬬6％0θs6勧％o乃，　Bd．1：Gesamtverzeichnis§§1一

610， C．H．　Beck，　M負nchen，2003，§566［Ulrich　HERRMANN］，　Rn．2，　S．2265．

（37） なお、以上のドイツ法学説に対して、好美清光「債権に基づく妨害排除にっ

いての考察」一一橋大学法学研究2号〔1959年〕289頁注（4）は、「第三取得者と賃

借人との関係は、賃借権（に基づく権利義務）を、いわゆる状態債務関係（Zus一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●狽≠獅р唐盾b撃奄№≠狽奄盾氏jと捉えるか、法定移転（gesetzliche　Ubertragung）と解する

か等、 ドイツにおいて議論の存するところであるが、ここではそこまでは触れな

い （vg1．　Oertmann，§571．3；Planck，§571，2u．5b；auch　Enneccerus－Lehmann，

§133Anm．1）」とし、「賃借権の物権化」論の側を挙示していない。

（38） フランス民法1743条の沿革に関しては、原田・前掲注（6）、小柳・前掲注

（6）、 野澤・前掲注（6）が詳細な検討を行っており、本稿の以下の記述も、その

多くをこれらの業績に依拠している。

（39） 「9年を境にした長期の賃貸借と短期の賃貸借の区別は、フランス古法では

重要な意味を持ち、それゆえ、短期の賃貸借を管理行為、長期の賃貸借を処分行

為とする理解が生まれた」（小柳・前掲注（6）20頁）。同様の、短期賃貸借＝管理

行為＝賃借権の債権性、長期賃貸借＝処分行為＝賃借権の物権性という図式は、

ドイツ法や、日本法においても認められる。

（40） その後、1945年10月17日オルドナンスにより、同条ただし書の規定は、新設

の2項「ただし、取得者は、賃貸借契約によりその権利〔解除権〕を留保した場

合には、非農事財産の賃借人を立ち退かせることができる」に差し替えられた。

（41） 小柳・前掲注（6）255頁以下、259頁以下の紹介する文献以降のものとして、

J6r6me　HuET，三二彪46伽。露。勿鉱sous　la　directi⑪n　de　Jaqu．es　G鷺sTIN，　L6s

1）7勿6φσ鰯60二二お砂66ゑσ％鵜LGD．」，　Paris，1996，　nos　21112　et　suiv，：pp。600　et

suiv；Alain　B倉NABENT，　D駕。露。回忌：Les　contra乞s　sp益cia簸x　civils　et　com膿er一

ciaux，　Domat　droit　privε，3e　6d，　Montchrestin，　Paris，1997，　no　344，　p．219；

Philippe　MALAuR聡／Laure難t　AYN亘s，　Co撚謡64厩げ6勿以tVIII：：Les　co雄ats
評

sp6ciaux　civils　et　commercia繰x，11e色d，　Ed．　Cul　as，　Par三s，1997，　n◎621，　pp．352
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et suiv；no　671，　pp．373　et　suiv．なお、比較法的見地から、フランス法の立場を

「賃借権の物権化」と説明するドイツ法学説として、Murad　FERID（begr．），D偽

加％zδsゑs6勉2写加1％61乞ちBd．2，　Schuldrecht＝Die　einzelnen　Schuldverhaltnisse，

Sachenrecht，2．　Aufl　von　Hans　J丘rgen　SoNNENBERGER，　Verlagsgesellschaft

Recht　und　Wirtschaft，　Heiderberg，1986，2J11，　S．214．

（42） 野澤・前掲注（6）220頁も引用する、Alain　S蝕IAux，　D名碗4θs　o∂1忽励。窩

Droit　fondamenta1：Droit　civi1，2e　ed，　PUF，　Paris，1998，　no　180，　p．657のほか、

Jean　CARBoNNIER，　Dア厩6二叉t．4：Les　obligations，　Th6mis：Droit　priv6，22e　6d，

PUF，　Paris，2000，　no　323，　P．571；Jaques　GHEsTIN／Cristoph　JAMIN／Marc

BILLLへU，　Tη∫彪4％o露。ゴ擁4　Les　effets　du　contrat，3e　6d，　LG．D．」，　Paris，2001，　no

1072，p．1152．

（43） ボワソナード旧民法における賃借権＝物権構成に関しては、小柳・前掲注

（6）262頁以下に非常に詳しい。

（44） 法務大臣官房司法法制調査部（監修）『（日本近代立法資料叢書13）法典調査

会民法主査会議事速記録』〔商事法務研究会、1988年〕50頁以下。なお、当主査

会の議論に関しては、すでに野澤・前掲注（6）16頁以下が紹介している。

（45） 法務大臣官房司法法制調査部（監修）『（日本近代立法資料叢書4）法典調査

会議事速記録（4・第85回一第110回）』〔商事法務研究会、1984年〕357頁。野

澤・前掲注（6）18頁参照。

（46） 『法典調査会議事速記録（4）』前掲注（44）349頁。なお、野澤・前掲注（6）17頁

以下も参照。

（47） なお、『注釈民法⑮』前掲注（2）157頁〔幾代〕、『新版・注釈民法⑮』前掲注

（2）183頁〔幾代〕は、同条が引渡ではなく登記を要件としている点につき、「こ

の建前は、ドイツ法（ド民571等）やフランス法（フ民1743等）とは異なり、ス

イス法のそれ（ス債259・260・281・282）に近レ）」としているが、梅の上記説明

からも知られるように、これはスイス債務法を継受したものではない。

（48） 甲斐道太郎・「（民法学のあゆみ）半田・前掲注（1）書評」法律時報51巻5号

〔1979年〕130頁（対抗力ある賃借権を「地上権と同視することによって解決する

ことも考えられる」。131頁）、安達三季生「賃貸人の地位の譲渡」遠藤浩一野良

平＝水本浩監修『現代契約法大系・第3巻（不動産の賃貸借。売買契約）』〔有斐

閣、 1983年〕235頁（賃貸人たる地位の移転という法定効果の性質につき、「その

関係はあたかも、登記によって対抗力を備えた地上権その他の制限物権が存する

場合に、その所有者が制限物権の負担の付着しない所有権だと称して所有権を譲

渡したときでも、譲受人は地上権者等から対抗され、制限物権の付着した所有権

を取得するのと異ならない」。249頁）。

（49） オーストリア民法につき、Peter　RuMMEL（hrsg．），κo解吻6吻7　g％窺∠4払
●●

g翻伽6四二6耽伽G6s6勧％碗mit　IRPG，　EVU，　EheG，　MRG，　WGG，　WEG，

BTVG，　HeizKG，　KSchG，3．　Auf1，　Bd、1：§§1bis　1174　ABGB，　Manz，　Wie益，20◎◎，

§1120田：elmut　W甑丁司，　R猛1，　S．2495．スイス債務法につき、　Theo　GuHL，
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D薦S6伽θ々θ万s6加061忽魏。％6膨6鉱mit　Einschluss　des　Handers－und　Wert．

papierrechts，8．　Auf1．　von　Alfred　KoL：LER／Jean　Nicolas　DRuEY，　Schulthess

Polygraphischer　Verlag，　Zarich，1991，§44　VII　2，　S．389。もっとも、スイス法学

説の中には、Heinrich　HoNsEL：L，　S碗ω6ゑ2θγ1∫6舵s　O61忽σ≠ゴ。η6％紹。鉱・Bθsoη01醐εγ

τ観Stampfli，　Bern，1991，§19　V　1，　S．157のように、旧259条と同様、現行261

条の下においても、依然として「売買は賃貸借を破らない」の原則は実現されて

いないとする文献がある一方で、Pierre　ENGEL，　Co％吻お464名編s％趣ζ

Traitξdes　contrats　de　la　partie　sp6ciale　du　Code　des　obligations，　de　la　vente　au

contrat　de　soci6tesimple，　articles　184　a　551　CO，　ainsi　que　quelques　contrats

innomln6s，　Stεepfli，　Bern，2000，　p．174のように、同条は、用益権や住居権とい

つた制限物権と同様の構造であると説くものもある。

（50） 本件評釈……鈴木禄彌・民商法雑誌52巻4号〔1965年〕84（570）頁、伊藤

乾＝榊原：豊・法学研究（慶応大）39巻10号〔1966年〕94頁、森綱郎『最高裁判所

判例解説民事篇（昭和39年度）』〔法曹会、1971年〕〔75事件〕303頁。

（51） 本件評釈……村松俊夫・判例評論81号〔判例時報410号、1965年〕75頁、中

野貞一郎・民商法雑誌53巻5号〔1966年〕44（716）頁、五十部豊久・法学協会

雑i誌82巻6号〔1966年〕132頁、吉原耕平・法学研究（慶応大）40巻3号〔1967

年〕 101頁、奈良次郎『最高裁判所判例解説民事篇（昭和40年度）』〔法曹会、

1970年〕〔10事件〕40頁。

（52） 本件評釈……広中俊：雄・判例評論153号〔判例時報643号、1971年〕23（129）

頁、 水本浩・民商法雑誌66巻1号〔1972年〕166頁、鈴木重信『最高裁判所判例

解説民事篇（昭和46年度）』〔法曹会、1972年〕〔13事件）108頁、石田穣・法学協

会雑誌90巻5号〔1973年〕122（830）頁、半田正夫①『民法判例百選II債権（第

2版）』別冊ジュリスト78号〔1982年〕86頁、半田正夫②『同（第3版）』別冊ジ

ユリスト105号〔1989年〕78頁、野澤正充①『民法判例百選II債権（第4版）』別

冊ジュリスト137号〔1996年〕80頁、野澤正充②『同（第5版）』別冊ジュリスト

160号〔2001年〕80頁、野澤正充③『同（第5版・新法対応補正版）』別冊ジュリ

ス ト176号〔2005年〕80頁。

（53） 野澤・前掲注（52）①80頁。

（54） 判例において「従たる権利」の用語は、①抵当権の付従性・随伴性を指して

用いられることもあるが（最（大）判昭和32・1・16民集11巻1号1頁〔小林俊

三裁判官の補足意見〕、東京川西昭和33・12・9下民集9巻12号2409頁）、これに

対して、民法87条2項の拡張（類推）適用を念頭に、この表現を用いる判例には、

（1）金銭債権に関するものと、⑳特定（物）債権その他の権利に関するものとが

ある。α）金銭債権に関する判例として、②手形債権と遅延損害金債権（岐阜地

判昭和36・12・15下民集12巻12号2979頁）、③代物弁済予約の被担保債権と予約

完結権（東京地墨昭和38・4・17金法350号3頁、大阪地判昭和41・6・13判時

471号46頁・金法455号8頁）、④自賠法における加害者の責任保険会社に対する

請求権（加害者請求権）と被害者の責任保険会社に対する請求権（被害者請求
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権) (大阪地判昭和61・8• 7交通民集19巻 4号1054頁、大阪地判平成 7・3・

28交通民集28巻 2号539頁・金商990号32頁・判タ905号211頁)、 (II)特定(物)債

権その他の権利に関する判例として、⑤石材・粘土等の採取権・採掘権と土地使

用権(大判大正14・7• 25新聞2475号11頁・評論15巻民法198頁、津地判昭和

31・10・29下民集 7巻10号3017頁、岐阜地判昭和37・7• 30下民集l3巻 7号1587

頁)、⑥本文でも触れた建物所有権と敷地利用権(最(三小)判昭和38・3・26

判時331号21頁〔横田正俊裁判官意見〕、最(三小)判昭和39・7.28民集18巻 6

号1220頁、最(二小)判昭和52・3・11民集31巻 2号171頁、最(二小)判平成

8・1• 26民集50巻 1号155頁、最(三小)判平成12・12・19裁判所時報1282号

4頁・判時1737号35頁・判タ1053号92頁・金法1606号71頁・金商1115号 3頁)、

⑦旅館建物所有権と温泉利用権(東京地判昭和46・8• 12下民集22巻 7= 8号

854頁)、⑧建物所有権と通行地役権(東京地判昭和52・4.28判時877号79頁・

金商539号40頁)。なお、以上のうち③の類型に関しては、これを抵当権の付従性

(随伴性)の類推によって説明することも可能であり、他方、⑧に関しても、地

役権の付従性(随伴性)に関する281条の拡張適用によって、同様の結論を導く

ことができるであろう。ただし、こうした物権的な法律構成(それは「賃借権の

物権化」論と同様の法構造をもっ)を、他の類型にまで及ぼすことができるかは、

物権法定主義(175条)との関係で、多少疑問である。

(55) 本件評釈…ー幾代通・判例評論179号〔判例時報721号、 1974年J17 (123) 

頁、水本浩=浦川道太郎・判例タイムズ299号 (1973年J89頁、賀集唱・金融法

務事情697号(1973年)15頁、石外克喜・民商法雑誌、69巻 3号(1973年〕

140 (548)頁、石田喜久夫『昭和48年度重要判例解説Jジュリスト565号(1974

年)60頁、星野英一・法学協会雑誌92巻 2号 (1975年)47頁、水本浩『民法判例

百選II債権』別冊ジュリスト47号 (1975年)140頁、佐賀徹哉・法学論叢(京都

大)99巻 1号 (1976年)96頁、著者名なし『最高裁判所判例解説民事篇(昭和48

年度LI(法曹会、 1977年) (64事件J578頁。

(56) この点に関しては、さしあたり、林良平(編)r注釈民法(2)総則(2l.!r前注

(85条-----89条)IIIJ (有斐閣、 1974年) (田中整爾)375頁以下、 r87条J(田中整

爾)410頁以下、林良平=前回達明(編) r新版・注釈民法(2)総則(2l.!r前注 (85

条-----89条)IIIJ (有斐閣、 1991年) (田中整爾)584頁、 r87条J(田中整爾)633頁

以下参照。

(57) 野津・前掲注(52)②81頁、野津・前掲注(52)③81頁は、「賃貸目的物が譲渡

された場合には、原則として、賃貸人の地位が譲受人に移転する旨の合意があっ

たものと解すべきである、との主張がなされている(水本・前掲(=前掲注(52)

引用評釈)178頁、星野・前掲書(=前掲注(2 )ヲ|用文献))J として引用する見

解に対して、「先の見解のように、賃貸目的物が譲渡された場合には、賃貸人の

地位が譲受人に移転する旨の合意があったものと推定すべきであると解される。

換言すれば、賃貸人の地位が目的物の譲渡に随伴する、という当事者の合理的な

意思を[推定』し、譲受人が、当該契約の存在を知らなかったこと、または、そ
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の移転に反対の意思が存在したことを立証した場合には右の推定が破られる、と

解すべきである(ただし、賃借権に対抗要件がある場合には、その対抗力の結果

として、譲受人の意思に反しても賃貸人の地位の移転が強制されることになる)J 
とする。この記述の前半部分は、引用文献との関係では①合意による移転説とな

りそうであるが、しかし、野津は、本文に引用した前掲注(52)①の記述に見るよ

うに、「従物J理論における当事者意思推定説に立っていたはずである。他方、

括弧書きの部分 (1ただし・…..Jの部分)は、「従物」理論のうちの社会的効用説、

ないし②「状態債務関係J論、あるいは③「賃借権の物権化」論に近し )0

(58) このような学説の対立状況は、わが民法177条に関するいわゆる「二重譲渡

の法的構成」をめぐる議論とよく似ている。すなわち、同論点に関しては、従来、

不完全物権変動説・第三者主張説・法定証拠説・公信力説等の見解が存在してい

たところ、これに対して、対抗要件を備えた第 2譲受人の権利取得は、単に条文

の定める法定効果であると説明すれば足り、それ以上の理論構成は不要とする法

定制度論が唱えられるに至る。なお、対抗要件主義の母法フランスでは、そもそ

も日本におけるような精敏な議論は行われておらず、また、学説の中には、日本

の法定制度論と同じく、第 2譲受人の権利取得は条文の定める法定効果と理解す

れば足り、それ以上の説明は不要と説くものがある。これは、フランス法の対抗

要件主義に関する規定が、賃貸借関係の承継に関するドイツ法と同様、非常に詳

細であって、登記をしなければ対抗することができない「物権変動」や「第三

者Jにつき、その種類・範囲を限定列挙方式で個別具体的に規定しているため、

そもそも法的性質論にまでさかのぼる必要に迫られないからである(同旨、滝沢

幸代「民法176条・ 177条の意義J高朔龍先生日韓法学交流記念 r21世紀の日韓民

事法学jC信山社、 2005年)267頁。「フランス法の下では、対抗要件主義の長い

伝統があるとともに、 1955年登記法の関連の規定が詳細であることによって、こ

のフランス法主義のシステムの矛盾や問題点がそれほど自覚されてこなかっ

たJ)。これに対して、日本においては、上記「物権変動」や「第三者J要件につ

き条文上何らの限定も加えられていないため、これらの点をめぐって争いが生じ

た場合、いったん対抗要件主義の基本的な法構造までさかのぼったうえで、そこ

から具体的論点に関する解答を演鐸せざるを得ない。

(59) 最(二小)判昭和44・3・28民集23巻 3号699頁、最(二小)判昭和52・

3 • 11民集31巻 2号171頁。学説に関しては、さしあたり、『注釈民法(2)J前掲注

(56)418頁〔田中〕、『新版・注釈民法(2L!前掲注(56)642頁以下〔田中〕参照。

(60) したがって、仰の論点における登記の要求を「権利資格保護要件jと説明す

ることもまた正当ではない。それは「対抗要件」としての登記そのものである。

194 


