第 1巻 第 21号 (通 巻 21号 )

2003年 冬 号

そ の 21

担保物権について

抵当権（その２）
抵当権 の効 力の及 ぶ目 的物の 範囲
抵当権 の効 力が目 的物 である 抵当 不動産（普 通は土 地・建物 ）自体 に及ぶ こと は当然 です が、目
的 不動産 に密 接関連 する 付属物 があ る場合 、こ れらの 物に も抵当 権の 効力が 及ぶ か、また、抵当権
設 定後に 目的 不動産 及び 付属物 に増 減・変 更が あった 場合 、どの よう になる ので しょう か。
(1) 附加物
土 地に 抵当権 を設 定した 場合 、抵 当地上 の建物（土 地・建物は 別個独 立の 不動産 ）を 除くほ
か 、附加 して 一体を なし たる物 に抵 当権の 効力 は及び ます 。
ア

附 合物
経 済的価 値を 損なう こと なく分 離す ること が困 難な程 度に 付着し た物
例

土地 の附 合物

石垣 、立木 など

建物 の附 合物

雨戸 、戸扉

附 合物は 原則 （第三 者が 権原に よっ て附合 させ た物を 除く ）とし て独
立 して存 在す るので はな く、附 合し た不動 産
に 吸収さ れ、 附合の 時期 が抵当 権設 定前後 であ るかを 問わ
ず 、附合 物に は原則 とし て抵当 権の 効力が 及び ます。
イ

従物
不 動産の 所有 者がそ の不 動産の 常用 に供す るた め附属 せし めた物 で、この結 合関 係で効
用 を高め られ る物を 主物 、効用 を助 ける物 を従 物とい いま す。
例

取外し の容 易な庭 石や 石灯籠 は土 地の従 物、 畳・建 具な どは建 物の 従物で す。
この物理的な関係で抵当権設定時に存在していた従物には抵当権の効力は及びますが、

抵 当権設 定後 の従物 に抵 当権の 効力 が及ぶ かに ついて は、判例の 態度 は必ず しも 明確では
な いです が、 設定後 の従 物にも 抵当 権を及 ぼそ うとす る見 解、判 例も ありま す。
ウ

従 たる権 利
他 人の土 地上 に第三 者が 建物を 所有 してい る場 合に、
敷 地の利 用権 は建物 の所 有の効 用を 助ける 関係 にあり
ま す。こ のよ うな権 利を 従たる 権利 として 、従 物と同
じ 取り扱 いを するの が相 当と解 され 、判例 も建 物の抵
当 権はそ の敷 地利用 権に 及ぶこ とを 認めて いま すし、
建 物につ いて 抵当権 の登 記をす れば 、抵当 権が 敷地の
利 用権に 及ぶ ことに つい ても第 三者 に対抗 でき るとす る（ 抵当 権の実 行によ り競 落人は敷
地 利用権 を取 得）が、こ の利用 権が 地上権 の場 合は競 落人 は地上 権を 取得す るが、賃借権
の 場合は、賃 借権の 譲渡 は賃貸 人の 承諾も しく は裁判 所の 許可が なけ れば、競落 人は賃 貸
人 に賃借 権の 取得を 対抗 できな いこ とにな りま す。
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(2) 果実
(ｲ) 天然 果実
物の経 済的 用途に 従っ て収穫 され る産出 物（ 田の中 の稲 、
り んご畑 のり んご等 ）を 天然果 実と いいま す。 抵当権 は目
的 物の使 用収 益権を 抵当 権設定 者の 手元に 置く ため、 その
使 用収益 の結 果であ る天 然果実 に抵 当権の 効力 は原則 及び
ま せん。 （抵 当権が 実行 され差 押え られた 時以 降は抵 当権
が 及びま す）
(ﾛ) 法定 果実
物の使 用対 価で 、賃料・貸 金の利 息等が これ にあた りま す。抵当権 の効力 につ いては
法 定果実 と同 様であ りま すが 、法定 果実は 民法 ３７１ 条の 果実に は含 まれな いた め、抵
当 権の実 行着 手の前 後を 問わず 、差 押えを 要件 とする 物上 代位に よっ て抵当 権の 効力を
及 ぼすこ とに なりま す。

(3) 分 離物
不動 産に付 着し ていた 附合 物や従 物が 抵当権 設定 後に分 離さ れた場 合、それま で及 んでい
た 抵当権 の効 力はど のよ うにな るか 。分離 が目 的物の 通常 の使用 収益 によっ て生 じた場 合に
は 、抵 当権の 効力が 及ば ないの は当 然です が、分離 によっ て抵当 権の 効力が 侵害 される 、抵
当 山林の 伐採 の場合 が問 題とな りま す。
多数 の学説 は分 離物が 抵当 不動産 上に ある場 合は 、登記 によ って公 示さ れてい ると 認めら
れ るので 、抵 当権に よる 優先弁 済的 効力は 主張 できる が、分離物 が抵 当不動 産上 から搬出さ
れ た場合 はに は第三 者に 対抗で きな くなり ます 。
これ は、動産の 即時取 得に 対抗で きな いとか 、分 離する こと によっ て附 加物と いえ なくな
る 等の理 由に よるも ので す。

(4) 代 位物
抵当 権は目 的物 の交換 価値 でもっ て優 先弁済 に充 てる権 利で あるの で、目的物 が何 らかの
理 由でそ の交 換価値 を具 体化し たと きは、その 具体化 され た交換 価値（目的 不動 産の売却代
金 、賃料 や目 的物の 滅失・毀損（不 法行為 ）に よる損 害賠 償請求 権、補償金 請求 権等）の上
に 効力が およ びます 。
こ れを抵 当権 の物上 代位 性とい い、 この物 上代 位を行 使す るには 、
「 其払 渡又ハ 引渡 シ前ニ 差押 」をす る必 要があ りま す。ま た、
こ の差 押えは 抵当 権に基 づく もので すの で別個 に債 務名義 の
必 要は ありま せん 。

次号は優先弁済権と競売について述べます。
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