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第４回 民法 物権 

（合格テキスト 056～075、過去＆厳選問題集 35～51） 

 

 

 

１．不動産の物権変動   重要度★★★   合 057，059～061  問 35～38 

さまざまな具体的事例において、所有権取得を主張するために登記を備えておくことが

必要となるケースなのか不要でいいケースなのかを覚えましょう。 

 相手方 対抗要件 所有権の帰属 

①詐欺取消と登記 
取消前の第三者 不要 善意の第三者 

取消後の第三者 必要 登記の有無 

②解除と登記 
解除前の第三者 必要 登記の有無 
解除後の第三者 必要 登記の有無 

③取得時効と登記 
取得時効完成前の第三者 不要 占有者 

取得時効完成後の第三者 必要 登記の有無 

④相続と登記 

共同相続後の第三者 不要 相続人 

相続放棄後の第三者 不要 相続人 

遺産分割後の第三者 必要 登記の有無 

相続欠格後の第三者 不要 相続人 

相続人の廃除後の第三者 不要 相続人 

遺留分減殺後の第三者 必要 登記の有無 
⑤遺贈と登記 遺贈後の第三者 必要 登記の有無 

過 ＡからＢに不動産の売却が行われ、ＢはこれをさらにＣに転売したところ、Ｂに代金

不払いが生じたため、ＡはＢに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その

売買契約を解除した場合に、Ｃは善意であれば登記を備えなくても保護される。 

→× （20-29-3） 問 38 

過 ＡからＢに不動産の売却が行われたが、Ｂに代金不払いが生じたため、ＡはＢに対し

相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Ｂから

解除後にその不動産を買い受けたＣは、善意であっても登記を備えなければ保護され

ない。 

→○ （20-29-4） 問 38 

過 ＡからＢに不動産の売却が行われ、ＢはこれをさらにＣに転売したところ、Ａ・Ｂの

取引がＡ・Ｂにより合意解除された場合に、Ｃは善意であっても登記を備えなければ

保護されない。 

→○ （20-29-5） 問 38 

今回は、「不動産物権変動」、「即時取得」「抵当権」を中心に学習します。記述式でも問わ

れることがありますので、「要件→効果｣のあてはめができるようにしましょう。 



2 
 

２．177 条の第三者(上記１を除く)   重要度★★★   合 058  問 35，37 

177 条の第三者は、当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缼を主張す

る正当な利益を有する者に限られます。 

 

(1) 177 条の第三者に該当する者 

①不動産の二重譲渡の譲受人 

②不動産の共有者の１人が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者 

③不動産の差押債権者、仮差押債権者 

④被相続人が不動産を贈与したが、その旨の登記がされていなかった場合に、その相続

人からその不動産を買い受け、その旨の登記をした者 

⑤賃借権者 

⑥単純悪意者・背信的悪意者からの転得者 

 

 (2) 177 条の第三者に該当しない者 

①無権利者及びその承継人 

②不法行為者 

③不法占拠者 

④一般債権者 

⑤転々売買の場合の現在の所有者から見た原所有者 

⑥詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者・他人のために登記を申請する義務

を負う第三者（不動産登記法５条） 

⑦背信的悪意者 

過 Ｂが登記を備える前に、ＡがＢへの譲渡を知っているＤに対して当該家屋を二重に売

ってしまい、登記を移転してしまった場合、Ｂは、それだけではＤに対して債権侵害

を理由とする不法行為責任を追及できない。 

→○ （20-32-3） 

過 ＸはＡ所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。現在甲建物にはＡか

らこの建物を借り受けたＹが居住しているが、Ａ・Ｙ間の賃貸借契約は既に解除され

ている。ＸはＹに対して建物の明け渡しを求めることができる。 

→○ （21-46） 

過 Ａの所有する甲土地につきＡがＢに対して売却した後、Ａが重ねて甲土地を背信的悪

意者Ｃに売却し、さらにＣが甲土地を悪意者Ｄに売却した場合に、第一買主Ｂは、背

信的悪意者Ｃからの転得者であるＤに対して登記をしていなくても所有権の取得を対

抗できる。 

→× （17-25-2） 問 37 
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３．即時取得   重要度★★★   合 064  問 40～42 

 即時取得は、前主の占有に公信力を与え、前主を真の権利者と誤信した者の信頼を保護

し、動産取引の安全を図る制度です。 

要件１（動産であること） 

①登録自動車 否定 

②未登録自動車 肯定 

③金銭 否定 

④工場財団に属する動産 肯定 

要件２（取引行為によって占有を取得すること） 

①自ら伐採した立木 否定 

②売買、弁済、代物弁済、贈与、質権設定、強制競売による競落 肯定 

③制限行為能力、無権代理、錯誤、詐欺、強迫 否定 

要件３（前主が無権限ないし無権利者であること） 

要件４（占有の取得が平穏、公然、善意無過失であること） 

要件５（取得者が占有を取得すること） 

①現実の引渡し、簡易の引渡し 肯定 

②占有改定 否定 

③指図による占有移転 肯定 

過 Ａの所有する宝石をＣが盗み出し、ＣがこれをＢに売却したが、Ｂは、その宝石が盗

品である事実について善意・無過失であった場合について、Ｂが即時取得(民法 192

条)によりその所有権を取得できる可能性があるか。 

→ある。（17-26-オ改） 

 

４．抵当権   重要度★★★   合 067～072  問 44～48 

 抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。 

(1) 抵当権の効力の及ぶ範囲 

抵当権設定時の従物 肯定 

 

(2) 抵当権に対する侵害 

抵当権に基づく 

物権的請求権 

①抵当不動産である山林における立木の伐採等の禁止 

②抵当不動産の分離物の搬出の禁止 

③弁済等により消滅した先順位の登記の抹消 

④抵当不動産の占有者に対する抵当権に基づく妨害排除請求 

抵当権に基づく損害賠償請求権 
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(3) 物上代位 

①保険金債権 肯定 

②売買代金債権 肯定 

③買戻代金債権 肯定 

④賃料債権 肯定 

⑤転貸賃料債権 否定（※賃借人を所有者と同視することができる場合は肯定） 

(4) 法定地上権 

 社会経済上の損失を防止し、当事者の意思を尊重するため法定地上権の成立が認められ

る場合があります。 

要件１（抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること） 

①更地に抵当権が設定された場合 否定 

②建物が取り壊され、新建物が建築された場合 肯定 

③所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、当該建物が取り壊され、

当該土地上に新たに建物が建築された場合 
否定 

④所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に建て替えた新建物に土

地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合 
肯定 

要件２（土地と建物の両方が抵当権設定時に同一の所有者に属すること） 

①未登記の場合 肯定 

②土地と地上建物の所有者が異なるに至った場合 肯定 

③土地と地上建物の所有者が同一人に帰属するに至った場合 否定 

④土地を目的とする１番抵当権設定時には土地と地上建物の所有者が異なってい

たが、後順位抵当権設定時には同一人の所有に帰していた場合 
否定 

⑤土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に、後順位の乙抵当権が実行

された場合において、土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属

していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していた場合 

肯定 

⑥建物を目的とする１番抵当権設定時には土地と地上建物の所有者が異なってい

たが、後順位抵当権設定時には同一人の所有に帰していた場合 
肯定 

要件３（土地又は建物の一方又は双方に抵当権が存在すること） 

要件４（競売によって土地と建物が別の所有者に帰属するに至ったこと） 

過 Ａが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに

建物を再築した場合において、Ａが抵当権の被担保債権について弁済することができ

なかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Ｂが取得した。

この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の

共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上

権は成立しない。 

→○ （23-30-4） 
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５．根抵当権   重要度★☆☆   合 073  問 49 

 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための

抵当権です。 

根抵当権の被担保債権 

及びその範囲 

①債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権 

②債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権 

③特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権 

④手形上もしくは小切手上の債権 

過 根抵当権者は、元本が確定した時に存在する被担保債権の元本についてのみ、極度額

を限度として、優先弁済を受けることができる。 

→× 民法 398 条の 3 参照。（10-29-3） 問 49 

 

６．先取特権   重要度★☆☆   合 074  問 50 

 先取特権は、民法その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者

に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。 

動産に対する順位 不動産に対する順位 

①共益の費用（一般の先取特権） ①共益の費用（一般の先取特権） 

②第１順位の動産先取特権（不動産の賃貸借、

旅館の宿泊、旅客又は荷物の運輸） 

②不動産の保存 

③第 2 順位の動産先取特権（動産の保存） ③不動産の工事 

④第 3 順位の動産先取特権（動産の売買、種苗

又は肥料の供給、農業の労務、工業の労務） 

④不動産の売買 

⑤雇用関係（一般の先取特権） ⑤雇用関係（一般の先取特権） 

⑥葬式の費用（一般の先取特権） ⑥葬式の費用（一般の先取特権） 

⑦日用品の供給（一般の先取特権） ⑦日用品の供給（一般の先取特権） 

過 Ａは、Ｂから建物(以下、本件建物という)を賃借し、Ａは、その建物内に電気製品(以

下、本件動産という)等を備え付けている。Ｂの先取特権に関する次の記述のうち、誤

っているものはいくつあるか。 

Ⅰ Ａが本件動産をＣから買ったが、まだＣに対して代金の支払いがない場合におい

て、本件動産についてＣの先取特権がＢの先取特権よりも優先する。 

Ⅱ Ａがその所有物である本件動産をＤに売って引き渡した場合に、本件動産につい

て、Ｂは、先取特権を行使することはできない。 

Ⅲ Ａがその所有物である本件動産をＤに売った場合に、Ａの取得する売買代金につ

いて、Ｂは、Ｄの支払い前に差押えをすれば、先取特権を行使することができる。 

Ⅳ Ａが、Ｂの承諾を得て、本件建物をＥに転貸した場合に、Ｂの先取特権は、Ｅの

備え付けた動産には及ばない。  

→２つ（Ⅰ・Ⅳ） （19-30 改） 
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７．質権   重要度★☆☆   合 075  問 51 

 質権は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、そ

の物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。 

 動産質 不動産質 権利質 

設定 引渡し（占有改定除く） 
①質権設定の合意 

②証書の交付を要するものはその交付 

対抗要件 占有 登記 ※１※２ 

使用及び収益 できない できる 
直接 

取立権 

質権の目的である債権を 

直接に取り立てることができる。 
管理の費用等 

・利息の請求 
できる できない 

※１指名債権→第三債務者に対する通知又は第三債務者の承諾 

※２指図債権→質権設定の裏書 

 

過 動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物を取り戻すことが

できるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻すことができる。 

→× （14-28-2） 


