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代位制度の整理と今後の立法課題

藤 田 雄 士

1 はじめに

民法500条は「弁済によって正当な利益を有する者は、弁済によって当然

に債権者に代位するJ旨規定する。その上で 501条本文但し書きは、「前二条

の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償することがで

きる範囲内において、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権

利を行使することができる。・.. J旨規定している。

この様に弁済による代位は求償権の範囲内で認められるという点において

求償権と代位制度とは密接な関係にある。しかしながら、民法はこの様な求償

権と代位の密接な関係を認めつつも、他方で弁済に基づかない若しくは求償権

に基づかない代位についても規定している (392条 2項後段)。

本稿の目的は、求償権の発生関係を確認した上で、代位制度全般について整

理することを第 1の目的としている。

ところで、民法総則及び債権法の分野については、現在法制審議会において

改正案について審議中であり、先に(平成25年2月26日)中間試案が提出され

たところである。本稿は債権法改正の内容の当否ではなく、代位制度との関係

で債権法改正が影響する分野の確認に加え代位制度における今後立法課題に

ついて明らかにしたい。

2 代位制度の適用の契機の検討

( 1 )債権的満足の有無

代位制度とはその名のとおり債権者に代わってその(俄権者)の地位に立つこ

とを認める制度である。

債権者以外の者が、債権者に代わりその地位(債権者の地位)に立つ場合とい

う意味で考えれば、債権者の地位の相続、契約上の地位に伴う債権者の地位承

継も広義の代位の一場面と捉えることができる。
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しかしながら、この様な広義の代位の場面では、当事者間の契約関係に実質

的な変化は生じてない。通常想定される代位の場面では当初の債権者が何らか

の形で債権的な満足を受けた場合を想定しているところ、広義の代位の場面で

はそうした満足状態は出現しておらず、この点に両者の相違が見いだせる。

(2)代位の契機:出損の有無

債権的満足を伴う代位を狭義の代位として捉えた場合、代位はどのように分

類されるであろうか。

債権の消滅原因としては、弁済、相殺、混問、消滅時効等があるが、混同と

消滅時効では代位の場面は想定されない。債権的満足を分類要件とした趣旨

は、債権の消滅原因から混同と消滅時効を除外する趣旨である。

したがって、債権的満足を伴う代位の場面としては、弁済若しくは相殺を契

機とするものが想定される。

他方、債権的満足を伴う代位とは、本来の債権者から見た分類であり、代位

する立場からの分類としては、代位権者自身による出損を伴う代位と、伴わな

い代位が存在する。

出損を伴う代位の場面は更に細かく分類すると代位権者自身が債権者に対

して債務を負っている場合と、債務を負っていないにも関わらず弁済を行う場

合とに分類される。保証人は前者であり、物上保証人、抵当不動産の第三取得

者、後順位担保権者等は後者である。

なお、出損がある場合にはその任意性は問題とならない。抵当不動産の実行

の場合には、競落配当という形で強制的に弁済を強いられることになるが、こ

の場合にも出損に基づく代位が認められる。

他方、出損を伴わない代位の例としては、 392条 2項後段における後順位

抵当権者が挙げられる。

上記分類は、弁済に基づく代位と弁済に基づかない代位というとして位置付

けることも可能である。

(3)債権者に代位できる範囲

弁済により弁済者は債権者に代位する。つまり、債権者と同様の地位に立ち、

-320-



ft位制度の盤理と今後の立法課題(重量悶雄土}

債権者が有していた権利を行使できる。この点、どの範囲で債権者が有してい

た権利を行使できるかという点について 501条は、「自己の権利に基づいて

求償することができる範囲内においてjと規定している。

民法501条本文は、代位権の行使を「自己の権利に基づいて求償すること

ができる範囲jに限られる旨規定しており、代位する者が債務者に対して、求

償権を有している場合を念頭においている。一般に出損を伴う代位権者は、そ

の出損を基準として債務者に対し求償権をしているので、その範囲内において

代位権の行使が認められることになる。

他方、共同担保の後順位抵当権者のような出損を伴わない代位の場合には、

求償権とは別に代位の範囲を制限する理屈が必要になる。この点、 392条2

項後段は同時配当した場合に得られたであろう金額を限度額として規定して

いる。なお、求償権に基づかない代位については、出損を伴わないにも関わら

ず代位が認められるかという疑問が生じるところであるが、これらの場合には

現実の出損はないとしても、現実に弁済を受ける機会を奪われたことを出損に

等しい損失と評価できるという考えが基本にあると解される。

(4)代位行使制限の必要性

しかしながら、債務者以外の者が弁済をして、債権者と同様の立場で保証人

や物上保証人に権利行使を行い、またその権利行使を受けた者が債権者の地位

に対し、保証人や物上保証人に対し、権利行使を行うということになると代位

の循環が無限に生じてしまう。

この代位の循環はどのようにして阻止されるであろうか。

まず、 501条但書は、債務者以外の二次的債務者乃至二次的責任負担者に

対する求償権行使の範囲を制限して代位の循環を防止する措置を取っている。

条文には明記されていないが、代位を受けたものが再度代位権を行使すること

ができないのは当然の理である。

501条但書には、例えば保証人相互の代位の範囲については規定されてい

ない。しかしながら、保証人相互の場合には、保証人間における直接の求償権

の範囲が規定されているので、代位の範囲も直接の求償権の範囲に限られると

解される。

-321 -



琉大法学第 90号 2013~J! 9月

(5 )代位の相互性

代位の可否、程度そして優劣を考える場合に重要な基準となるのは代位の相

互性である。代位の必要性は、債権者の債権行使の方法に依存している。した

がって、具体的に誰に代位の必要が生じるかは偶然的事情に左右されることに

なる。

代位制度は二次的債務者乃至二次的責任負担者の公平な負担を目的とする

ものであるから、債権者の債権行使方法知何によりその結論が左右されるのは

不合理である。

したがって、債務者に対する代位を除き、一方から他方への代位が認められ

るのであれば、当該他方から当該一方への代位も認められる必要がある。この

様に代位の可否、程度そして優劣を考える際には代位の相互性についての観点

が不可欠となる。

3 代位及び求償権に関係する登場人物

この様に代位は様々な視点から分類できるところであるが、これとは別に代

位が問題となる登場人物としてはどのような者が想定されているであろうか。

民法上の規定から代位に登場する人物として念頭に置かれているのは以下

の者である。

①債務者、

②連帯債務者、

③保証人、

④物上保証人、

⑤債務者所有不動産の第三取得者、

⑥物上保証人所有不動産の第三取得者

⑦債務者所有不動産の後順位抵当権者、

⑧物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

4 当事者聞における求償関係の整理

求償権は、他人の債務の弁済をした者がその全部又は一部を他の関係者に対

し請求できる縮利をいう。債務者が弁済をしても、保証人や物上保証人に対す

-322-



代位制度の懸理と今後の立法O!題(藤間雄士)

る求償権は発生しない。なぜかといえば、それは自らの債務を弁済したからで

あり、他人の債務を弁済していないからである。こうして考えれば、求償権行

使の範囲の問題は、当該求償権行使の相手方との関係においてどの限度におい

て債務の他人性を認識しうるかという問題に他ならない。

関係当事者間の求償権の発生について整理すると以下のようになる。

( 1 )債務者の求償権

債務者が弁済をしたことにより求償権が発生することはない。求償権は、他人

の債務を弁済したことによる関係当事者の利益を調整するための権利であり、

債務者が自らの債務を弁済した場合にはこうした要請は働かないからである。

(2)連帯債務者

連帯債務者による弁済は、債権者との関係では自らの債務の弁済になるが、

他の連帯債務者との関係では、自らの負担部分を超える債務を支払う点におい

て、他人の債務を弁済していると評価することが可能である。

民法442条は、上記観点から各自の負担部分について求償権が発生する旨

規定している。(注:各自の負担部分の意義について)。

他方、他の連帯債務者以外の、保証人、物上保証人等に対しては、債務者の

求償権に関する議論が当てはまる。

(3 )保証人(含む連帯保証)

a) 主債務者との関係

まず、主債務者との関係においては、弁済により求償権が発生する (4

5 9条、 462条)のは言うまでもない。

b)保証人との関係

次に、他の保証人との関係では、全額若しくはその負担部分を超える

弁済をした場合には、各自の負担部分について求償権が発生する。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有の第三取得者は、そもそも、債権者に対して債務を負担す

る関係にない。したがって、元々債務を負担していない者について債務
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の他人性を認識することはできないので求償権は発生しない。

d)物上保証人との関係

c)と同様の理由によりもともと債務を負担していないので求償権は

発生しない。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様である。

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

(4)債務者所有不動産の第三取得者

a) 主債務者との関係

抵当権の負担のついた不動産を取得した者が、費用を支出してその所

有権を保存した時は、売主に対して、その費用の償還を請求できる (5

6 7条 2項)。

債務者所有不動産の第三取得者にも 567条2項の適用があるので、

第三取得者が費用を支出して抵当権を抹消した場合には、売主=債務者

に対して支出した費用を求償できることになる。

ただし、この様な場合には、予めその費用と売買代金とを相殺してい

る場合もありますので、この様な合意がある場合には求償権は発生しない。

b)保証人との関係

債務者がその所有する抵当不動産を処分して弁済したとしても、それ

は自らの資産で自らの債務を弁済したに過ぎないので、保証人に対する

求償権は発生しません。

したがって、その後、当該抵当権付き不動産を第三者が取得し、結果

的にそれが競売に付され若しくは費用を支出して所有権を保存したと

しても保証人に対する求償権が発生することはない。

c) 債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有不動産の第三取得者は、そもそも債権者に対して、債務を
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負担する関係にない。したがって、本来的に債務を負担していないもの

に対して求償権が発生することはない。

d)物上保証人

物上保証人も同様に本来的に債務を負担していないのでこの者に対

し求償権が発生することはない。

e)物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

( 5 )物上保証人

a) 主債務者との関係

372条が準用する 351条に基づき保証に関する規定が準用される。

したがって、 459条若しくは462条に基づき求償権が発生する。

b) 保証人との関係

物上保証人が弁済したとしても、保証人に対して求償権が発生するこ

とはない。保証人相互間における求償権の様に相互に債務の他人性が観

念できる関係にはないからである。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有の第三取得者は、そもそも、債権者に対して債務を負担す

る関係にない。したがって、元々債務を負担していない者について債務

の他人性を認識することはできないので求償権は発生しない。

d)物上保証人

c) と同様である。

e)物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。
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g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

(6) 物上保証人所有不動産の第三取得者

a) 主債務者との関係

物上保証人所有不動産の第三取得者は、その抵当権が実行されるとき

には、その所有権を失い、かつ、物上保証人自身、通常の保証とは異な

り、その抵当物件の限度で債務について責任を負うにとどまるという点

において物上保証人に類似する地位にあることから、物上保証人の求償

権の求償権の規定である 372条、 351条が準用され、求償権の範囲

については 459条ないし 462条によって定められる(最判昭和42

年 9月29日)

b) 保証人との関係

本来的に債務を負担していない物上保証人の第三取得者と二次的債

務を負担している保証人との聞において相互聞に債務の他人性を観念

することはできない。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有の第三取得者は、そもそも、債権者に対して債務を負担す

る関係にない。したがって、元々債務を負担していない者について債務

の他人性を認識することはできないので求償権は発生しない。

d)物上保証人

c) と同様である。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。
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(7)債務者所有不動産の後順位抵当権者

a) 主債務者との関係

代位制度の整理霊と今後の立tEd!I!阻(雌III雄:1:)

後順位抵当権者は弁済について正当な利益を有している(大審院昭和6年

1 2月 18日)。正当な利益を有する根拠としては、弁済により順位昇進

の利益を受けるとか、{林良平(安永正昭補訂)=石田喜久夫=高木多喜男

I債権総論J1 996年、背林書院}、弁済しないと債務者に対する自己

の権利が失われるからと説明されている(我妻栄「新訂債権総論J1 964 

年、岩波書庖)、(以上について、潮見佳男債権総論 E第3版信山社 20 0 5)。

しかしながら、正当な利益を有するとされる後順位抵当権者の債務者

に対する求償権についての直接の規定は存在しない。

したがって、後順位抵当権者による弁済に基づく求償権は、第三者に

よる弁済と同様に扱われると解される。

すなわち、債務者からの委託を受けて弁済した場合には、委任の規定

(6 5 0条1項)に基づき、委託を受けずに弁済した場合には、債務者の

意思に反しない場合には事務管理を理由に (70 2条1項)、債務者の意

思に反する場合には不当利得を理由に (703条、 704条)求償権が発

生する(潮見佳男債権総論 E第3版信山社 288ページ)。

他方で、債務者所有不動産の担保が実行され売却された場合には、後

順位抵当権者自身が支払いをしたわけではないので、求償権は発生しな

い。この場合には、弁済に基づく代位とは別個設けられた代位規定 (3

9 2条2項後段)により一定の限度において代位が認められる。

b)保証人との関係

本来的に債務を負担していない後順位抵当権者と二次的債務を負担

している保証人との聞において相互間に債務の他人性を観念すること

はできない。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有の第三取得者は、そもそも、債権者に対して債務を負担す

る関係にない。したがって、元々債務を負担していない者について債務

の他人性を認識することはできないので求償権は発生しない。
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d)物上保証人

c) と同様である。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

(8)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

a) 主債務者との関係

物上保証人所有不動産の後順位抵当権者も弁済について正当な利益

がある。この場合の取り扱いは債務者所有不動産の後順位抵当権者の場

合と同様である。

b)保証人との関係

本来的に債務を負担していない後順位抵当権者と二次的債務を負担

している保証人との聞において相互間に債務の他人性を観念すること

はできない。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有の第三取得者は、そもそも、債権者に対して債務を負担す

る関係にない。したがって、元々債務を負担していない者について債務

の他人性を認識することはできないので求償権は発生しない。

d)物上保証人

c) と同様である。

e)物上保証人所有不動産の第三取得者

c) と同様

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

c) と同様である。
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5 当事者聞における代位関係の整理

代位制度は、前述のとおり、弁済に基づく代位と弁済に基づかない代位に分

類されるが、例えば物上保証人が債務者所有不動産と共同抵当権を設定し、そ

の後物上保証人所有不動産に後順位抵当権が設定された場合において、当該物

上保証人所有不動産が先に競売に付された場合には、当該物上保証人との関係

では弁済に基づく(求償権に基づく)代位の場面である一方、物上保証人所有不

動産の後順位抵当権者との関係では弁済に基づかない(求償権に基づかない)代

位となる。したがって、当事者間の代位関係は、求償権の有無により一律で分

類することは困難である。

民法に登場する関係当事者 0聞における代位関係を整理すると以下のとお

りとなる。また、これらの関係については一覧表を末尾に添付する。

( 1 )債務者

債務者に代位の余地がないことは言うまでもない。

(2)連帯債務者

a)他の連帯債務者に対して

連帯債務者については、自己の負担部分を超える弁済については、他

の連帯債務者との関係では他人の債務の弁済であり、かっその限度にお

いて求償権が発生する。

代位の範囲については直接の規定は存在しないが、連帯保証人間の求

償権の規定 (442条)の存在から考えて、その限度において代位権を行

使できると解される。直接請求できる権利以上の代位行使を認めると、

その者からの再度の代位行使を誘発せざるを得ない結果となるからで

ある。

b)保証人との関係

連帯債務者は、他の連帯債務者以外の者との関係では、自己の債務を

弁済したことになるから、他人の債務弁済を基礎とする求償権は発生し

ない。
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c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

b) と同様である。

d) 物上保証人

b) と同様である。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

b) と同様である。

f )債務者所有不動産の後順位抵当権者

b) と同様である。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

b) と同様である。

(3)保証人(含む連帯保証)

a) 主債務者との関係

459条ないしは 462条に基づく求償権の範囲内において代位行

使ができる。

b)他の保証人との関係

保証人の代位権行使の範囲については直接の規定は存在しないが、共

同保証人相互間の求償権の規定の存在から考えて (465条)、その限度

において代位権を行使できると解される。直接請求できる権利以上の代

位行使を認めると、その者からの再度の代位行使を誘発せざるを得ない

結果となるからである。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

501条 1号に規定がある。

全額代位行使が可能であるが、弁済後の第三取得者との関係では付記

登記を経ないと代位を対抗できない(最判昭和41年 11月 18日)。

d) 物上保証人

501条5号に規定があり、その数に応じて代位することができる。

物上保証人が保証人の地位も兼ねている場合には保証人として一人と

して取り扱う(最判昭和 61年 11月27日)。
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e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

債務を負担せず責任のみ負担しているという意味において物上保証

人も物上保証人所有不動産の第三取得者も同じ法的地位にあるといる。

また、物上保証人がたまたま不動産を第三者に譲渡したことにより他

の二次的債務者乃至二次的責任負担者が不利益を被るのも不合理である。

したがって、 (3)の d)の物上保証人と同様に数に応じて代位できる

と解するのが相当である。

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

債務者所有不動産の後順位抵当権者は、債務は負担しておらず、また

抵当権が設定された不動産についても所有権を有しているものでない

ので保証人に代位される関係にない。ここでの問題は先順位抵当権につ

いてどちらが優先性を主張できるかという点にある。

後順位抵当権者は、先順位抵当権の範囲内においては、先順位抵当権

に基づく回収が優先されることを予期していたといえる。

したがって、保証人は、代位により取得した先順位抵当権の限度にお

いて全額その優先性を主張できる。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

この問題も、 (3)のd)の場合と同様である。たまたま物上保証人が

担保不動産に後順位抵当権を設定したことにより、他の二次的債務者乃

至二次的寅任者が不利益を被るのは相当でない。

保証人と物上保証人とが 501条 5号によって処理される以上、保証

人は物上保証人所有不動産の後順位抵当権者に対しても、 501条 5号

に従い頭数の限度において先順位抵当権の優先性を主張できる。

(4)債務者所有不動産の第三取得者

a) 主債務者との関係

具体的に問題となる場面としては、債務者が他の不動産にも抵当権を

設定していた場合などである。

この点、 4の (4)のa)で論じたとおり、債務者所有不動産の第三

取得者が費用を支出してその所有権を保存した時はその費用について
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求償権を取得するので (56 7条2項)、その金額の限度において債権者

に代位できる。

ただし、他の不動産について後順位抵当権者がいる場合の優先性の問

題は検討する必要がある{(5の(7) のc)参照}。

b) 保証人との関係

債務者所有不動産の第三取得者は保証人に対して代位できない (50 

1条 2号)。保証人は当該不動産も含めた債務者の資力を念頭に保証人に

なったはずであるから、これがたまたま第三者に譲渡されることにより

不利益を受けるのは不合理といえるからである。

c) 債務者所有不動産の第三取得者

第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対

して代位する。これは 392条2項後段において各不動産の価格に応じ

て後順位抵当権者の優先権の範囲を定めているのと同じ趣旨である。

d)物上保証人

直接の条文はないが、保証人の場合と同様の理由により代位はできな

いと解するべきであろう(潮見佳男債権総論 E第3版信山社 305ペ

ージ)。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

物上保証人に対して代位できないので、当然ながら物上保証人所有不

動産の第三取得者に対しても代位できないと解するべきである。

f )債務者所有不動産の後順位抵当権者

①債務者が共同抵当権を設定した後、その一つの不動産に後順位抵当

権が設定され、その後、他の不動産が第三者に譲渡された場合と、②債

務者が共同抵当権を設定した後、その一つの不動産が第三者に譲渡され、

その後、残った不動産に後順位抵当権が設定された場合が考えられる。

①の場合には、後順位抵当権者は、不動産の価格による割り付け乃至

は392条2項後段の適用による優先性を期待して後順位抵当権を設

定したと考えるので、第三取得者はその限度において優先性を主張でき

ないと解するべきである。

②の場合については、後順位抵当権者は、第三取得者が弁済を強いら
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れた場合、その費用について全額代位を主張してくることを予想した上

で後順位抵当権を設定したといえるので、第三取得者の先順位抵当権に

ついての代位が優先すると解される。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

そもそも物上保証人に対して代位できないので、その後順位抵当権者

に対しての優先性が問題になることはない。

(5)物上保証人

a) 主債務者との関係

物上保証人は、債務者に対して、求償権の範囲内 (37 2条、 351条、

459条乃至462条)で債権者に代位できる。

b) 保証人との関係

物上保証人は頭数に応じて保証人に対して代位できる (50 1条5号)。

保証人と物上保証人を兼ねている場合には保証人として一人とし

て取り扱うことはすでに述べたところである。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

債務者所有不動産に対しては、債権者が有していた抵当権について全

額代位できる。たまたま、債務者が当該不動産を第三者に譲渡したこと

により物上保証人が不利益を受けるいわれはないからである。

d)物上保証人

物上保証人の一人は、他の物上保証人に対して、各不動産の価格に応

じて債権者に代位できる (50 1条4号)。

e)物上保証人所有不動産の第三取得者

物上保証人の一人は、他の物上保証人に対して、各不動産の価格に応

じて債権者に代位できることからすれば (50 1条4号)、他の物上保証

人がたまたま当該不動産を第三者に譲渡することにより不利益を受け

るのは不合理である。

したがって、物上保証人所有不動産の第三取得者は物上保証人と同様

に取り扱い 501条4号に従い(各不動産の価格に従い)代位できると解

するべきであろう。
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f )債務者所有不動産の後順位抵当権者

物上保証人は債務者所有不動産の後順位抵当権者に対して、先順位抵

当権の範囲内においてその優先権を主張できる(最判昭和44年 7月3日)。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

物上保証人は、他の物上保証人に対して、その不動産の価格に応じて

代位できる (50 1条4号)。したがって、物上保証人所有不動産の後順

位抵当権者との関係でも物上保証人に対して代位できる限度において

優先性を主張できると解される。

(6)物上保証人所有不動産の第三取得者

a) 主債務者との関係

物上保証人所有不動産の第三取得者は物上保証人に類似する地位に

あるから、物上保証人に対する債務者の委任の有無により 459条乃至

462条の規定にしたがって求償権が発生する(最判昭和42年 9月 29 

日、 4の (6)のa)参照)

したがって、主債務者に対する代位も上記求償権の限度で可能となる。

b)保証人との関係

501条2号は第三取得者は保証人に代位できないと規定している

が、同条同号にいう I第三者jは債務者からの不動産を譲り受けた者に

限られ、物上保証人からの担保不動産譲受人はこれに含まれない。

物上保証人は、保証人に代位できるにも関わらず、これを第三者が譲

り受けた途端代位できなくなるとすると保証人が予想外の利益を得る

ことになるし、逆に、代位の相互性の観点から、物上保証人が担保不動

産を第三者に譲渡した場合、保証人は第三取得者に代位できなくなるの

は不合理といえるからである。

ちなみに、改正試案では、物上保証人から担保不動産を譲り受けた者

については物上保証人とみなす旨の提案がなされている。これに従え

ば、 501条2号の第三取得者は債務者からの担保不動産譲受人に限定

されることが明確になる。
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c) 債務者所有不動産の第三取得者との関係

物上保証人からの担保不動産譲受人は、物上保証人と類似の地位ある

から、債務者に対し代位できることもすでに述べたところである {5の

(6 )の a)}。また、物上保証人は債務者所有不動産の第三取得者に代位

できることはすでに述べたところである {5の (5)の c}} 

となれば、物上保証人からの担保不動産譲受人も、債務者所有不動産

からの担保不動産譲受人に対して代位できると解される。

d)物上保証人

物上保証人は、担保不動産の価格に応じて、他の物上保証人に代位で

きる。物上保証人と物上保証人からの担保不動産譲受人の地位の類似

性、代位の相互性(物上保証人→物上保証人からの担保不動産譲受人への代位、

物上保証人からの担保不動産譲受人→物上保証人への代位)を考えれば、物上

保証人からの担保不動産譲受人から物上保証人への代位も 501条 4

号に準じて認められると解される。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

この問題についても、地位の類似性と代位の相互性の観点から代位は

認められると解される。

f) 債務者所有不動産の後順位抵当権者

物上保証人は、債務者所有不動産の後順位抵当権者に対し、優先して

代位できる(最判昭和44年 7月3日)こと、物上保証人と物上保証人から

の担保不動産譲受人の地位の類似性(最判昭和42年 9月29日)、物上保

証人の場合と同様に物上保証人所有不動産の譲受人の代位が優先する

と解される。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

物上保証人は、他の物上保証人の後順位抵当権者に対し、 501条4

号で代位できる限度において優先性を主張しうる {5の (5)の g}}。

となれば、物上保証人からの担保不動産譲受人と物上保証人の地位の

類似性を考えれば、物上保証人と同様に 501条4号で代位できる限度

において優先性を主張しうると解される。
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(7 )債務者所有不動産の後順位抵当権者

a) 主債務者との関係

債務者がその所有する複数の不動産に共同担保を設定し、その後、そ

のうちの一つの不動産に後順位抵当権が設定された場合における、後順

位抵当権者の地位の問題である。

債務者所有担保不動産の後順位抵当権者は弁済について正当な利益

を有しており、弁済により抵当権を保全した場合には、弁済による代位

が認められる {4の(7) の f}。

債務者所有不動産の後順位抵当権者が競売によりその担保を喪失し

た場合には、後順位抵当権者は弁済したわけではないし、その所有する

不動産を失ったわけではないので弁済による代位は認められない。

しかしながら、後順位抵当権者は、先順位の抵当権について 392条

1項による割り付けによる余剰が発生することを期待して担保設定を

したといえるから、 392条 l項による割り付けが生じたならば得られ

たであろう金額の限度において、他の債務者所有の共同抵当不動産に代

位できる (392条 2項後段)。

b)保証人との関係

債務者が自らの財産をもって支払いをしたとしても、それは自己の債

務を弁済したことに他ならないから、保証人への代位は観念する余地は

ない。こうした利益状況は、その後債務者がその所有する担保不動産に

後順位抵当権を設定したとしても変わりはなく代位は認められない。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

この問題は債務者所有不動産の第三取得者による代位と、債務者所有

不動産の後順位抵当権者との関係の問題の裏返しといえる。

したがって、①債務者が共同抵当権を設定した後、その一つの不動産

に後順位抵当権が設定され、その後、他の不動産が第三者に誠渡された

場合には債務者所有不動産の後順位抵当権者の代位が期待が優先され

(つまり、 392条 2項後段にしたがい処理され)、②債務者が共同抵当権を設

定した後、その一つの不動産が第三者に譲渡され、その後、残った不動

産に後順位抵当権が設定された場合には第三取得者の代位が優先する
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と解される{、 5の (4) のf)}。

d)物上保証人

上記b) と同様の理由により代位は認められない。

e) 物上保証人所有不動産の第三取得者

上記b) と同様の理由により代位は認められない。

f)債務者所有不動産の後順位抵当権者

これは 392条 2項後段の適用場面であり、 392条 1項により同時

配当がなされたならば受けられたであろう金額の限度において優先性

を主張しうる。

g) 物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

上記b) と同様の理由により代位は認められない。

(8)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

a)主債務者との関係

物上保証人は、主債務者に対する求償権の限度において、債務者が有

している他の担保不動産に代位できるが、物上保証人所有不動産の後順

位抵当権者はあたかも物上代位するのと同様に物上保証人に優先して

債務者所有不動産に代位することができる(最判昭和 53年7月4日)。

b)保証人との関係

この問題は、保証人の物上保証人担保不動産の後順位抵当権者に対す

る優先性の問題の裏返しであり、物上保証人が、頭数に応じて代位でき

る関係にあり、物上保証人所有不動産の後順位抵当権者は物上保証人に

優先して代位できる関係にある以上、物上保証人が保証人に代位できる

限度においてその代位できると解される。

c)債務者所有不動産の第三取得者との関係

物上保証人所有不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が債務者所有

担保不動産の第三取得者に代位できる限度において、物上保証人に優先

して代位できる。

d)物上保証人

物上保証人は、他の物上保証人に対し、その不動産の価格に応じて代
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位できる (50 1条4号)。そうであるとすれば、物上保証人所有担保不

動産の後順位抵当権者は、設定者である物上保証人が代位できる限度に

おいて、当該物上保証人に優先して代位できる。

e)物上保証人所有不動産の第三取得者

物上保証人は他の物上保証人に対し、その不動産の価格に応じて代位

できる (50 1条4号)。そして、この理は仮に他の物上保証人が当該担

保不動産を第三者に譲渡した場合でも当てはまる。

そうであれば、物上保証人所有担保不動産の後順位抵当権者は、設定

者である物上保証人が代位できる限度において、当該物上保証人に優先

して代位できる。

f )債務者所有不動産の後順位抵当権者

物上保証人は、債務者所有不動産の後順位抵当権者に優先し(最判昭和

44年 7月3日)、物上保証人所有の担保不動産の後順位抵当権者による

代位は物上保証人に優先することからすれば(最判昭和53年7月4日)、

物上保証人所有担保不動産の後順位抵当権者は、債務者所有不動産の後

順位抵当権者に優先して代位できる(最判昭和 60年 5月 23日)。

g)物上保証人所有不動産の後順位抵当権者

この問題は、①同一物上保証人所有の担保不動産の後順位抵当権者同

士での代位の問題と、②異なる物上保証人所有の担保不動産の後順位抵

当権者間での代位の問題とに分けて考える必要がある。

まず、①の同一物上保証人が所有する担保不動産の後順位抵当権者間

での問題については、 392条2項後段の規定に基づき、同条 1項の規

定に従い同時配当が実施された場合に配当を受けられたであろう金額

の限度において、他の物上保証人所有担保不動産の後順位抵当権者に対

し優先して代位できる(鼠判平成4年 11月6日)。

他方、②の異なる物上保証人所有の担保不動産における後順位抵当権

者同士の場合には、物上保証人相互は 501条4号に従い、物上保証人

所有担保不動産の後順位抵当権は物上保証人に優先して代位する関係

にある以上、抵当権設定者である物上保証人が他の物上保証人対して代

位が認められる限度において、他の物上保証人所有の担保不動産の後順
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位抵当権に優先して代位できると解される。

4 債権法改正の対象となる事項

現在法制審議会民法部会で検討中の債権法改正については、先に中間試案が

出されたところである。本稿はその中間試案の当否について論じる意図はない。

しかしながら、債権法改正後の立法課題の対象となる分野を明らかにするた

め、中間試案を基に現在進行中の債権法改正が影響する分野とそうでない分野

を明確にする。

( 1 )求償権関係

①連帯債務者間の求償権

連帯債務者間の求償(442条)については、以下のような中間試案が出

されており、また概要にてコメントが付されている。

ア 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の面

積を得たときは、その連帯債務者は、自己の負担部分を超える部分に

限り、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有す

るものとする。

イ省略

(注)他の連帯債務者に対する求償権発生のためには自己の負担部分

を超える出えんを必要としないものとする考え方がある。

連帯債務者間の求償権については民法442条 1項に規定してい

るところであるが、これについては中間試案では、自己の負担部分を

超える弁済をした場合に限り、その超過部分について求償権を有する

旨提案されている。これは、判例法理(大審院大正6年 5月3日)と異な

り、不真正連帯債務の求償に関する判例法理と同一の規律とするもの

である。

②保証人の求償権

委託を受けた保証人の求償権については、期限到来前の弁済以外は、従

前の規定 (459条、 460条)を維持する旨の提言がされている。
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(2)代位関係

①任意代位

499条任意代位については、代位にあたって債権者の承諾を得ること

を要件から削除する旨の試案が出されている。また、概要の中では499

条自体を削除すべきとの意見がある旨の記載もある。

②法定代位者相互の関係

501条の法定代位者相互の関係については、 l号から 6号を削除する

とともに、以下のように定める旨の試案が出されている。また、概要に

てコメントが付されている。

ア 1号について

保証人及び物上保証人は、債務者から担保物を譲り受けた第三取得

者に対して債権者に代位することができる。

保証人及び物上保証にから第三取得者への代位という、これまで明

記されていなかった点を明らかにすると共に、代位にあたっての付記

登記は不要とするものである。

イ 2号について

第三取得者は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない

ものとする。

第三取得者は、保証人のほか物上保証人に対しても代位しないとい

う一般的理解を明らかにするため 2号を改めるものである。

ウ 3号について

「各不動産の価格jを「各財産の価格jに改める。

同号の適用範囲は、担保付不動産を取得した者に限られないと考え

られており、そのルールの明確化を図るものである。

エ保証人の代位

保証人の一人は、その数に応じて、他の保証人に対して債権者に代

位するものとする。

この点についても従前の一般的ルールを明確化するものである。
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オ 5号について

従前の規定に加え、保証人と物上保証人とを兼ねる者がある場合に

は、同号により代位の割合を定めるに当たっては、その者を一人の保

証人として計算するものとする。

(注)上記オについては、規定を設けない(解釈に委ねる)という考え

方がある。

最判昭和 61年 11月27日の考えを取り入れたものであるが、当

該判例に対する批判も一方であることから(注)にて別の考えも紹介

されている。

カ 物上保証人からの第三取得者

物上保証人から担保不動産を譲り受けた者については、物上保証人

とみなすものとする。

これについても従前からの一般的理解を明文化するものである。

③ 一部代位

本稿では取り上げていないが一部代位についても以下のような中間試

案が出されており、また概要にてコメントが付されている。

502条第 l項の規律を次のように改めるものとする。

ア 債権の一部について第三者が履行し、これによって債権者に代位す

るときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価格に応

じて、債権者と共にその権利を行使することができるものとする。

一部弁済による代位の要件について、代位者が単独で抵当権を実行

することができるとした判例(大審院昭和6年4月7日)を改め、代位者

による単独での抵当権の実行を認めないこととした上で、これを抵当

権以外の権利行使にも一般化して明文化するものである。この場合の

代位者が単独で権利を行使することができるとすると、本来の担保権

者である債権者が換価時期を選択する機会を奪われるなど、求償権の

保護という代位制度の目的を逸脱して債権者に不当な不利益を与え

ることになるという問題意識に基づくものである。
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イ 上記アのときであっても、債権者は、単独でその権利を行使するこ

とができるものとする。

一部弁済による代位が認められる場合であっても、債権者は単独で

権利行使することが妨げられないとするものである。債権者による権

利の行使が、債権の一部を弁済したに過ぎない代位者によって制約さ

れるべきでないという一般的な理解を明文化したものである。

ウ 上記ア文はイに基づく権利の行使によって得られる担保目的物の

売却代金その他の金銭については、債権者が代位者に優先するものと

する。

一部弁済による代位の効果について、抵当権が実行された場合にお

ける配当の事例で債権者が優先するとした判例(最判昭和 60年 5月2

3日)を、抵当権以外の権利行使にも一般化して明文化するものである。

5 今後の立法課題

( 1 )求償権を伴わない代位に関する規定の整備

今回の債権法改正により、 499条以下の代位規定、すなわち求償権の発

生を伴う代位に関する規定については、従前の判例も踏まえた上での法整備

が整う見込みとなっている。

他方で、求償権の発生を伴わない代位関する規定、すなわち抵当不動産の

後順位抵当権者による代位については、判例が集積しているにもかかわらず

条文としては 392条2項後段の規定のみが存在する状態となっている。

したがって、上記求償権の発生を伴わない代位に関する法規定の整備が今

後の中心課題となる。

(2 )代位制度全体についての統一的規定の設置

代位制度に対する理解を困難にしている大きな原因は、代位に関する規定

が、 392条と 499条以下に分けて規定されている点にある。

確かに、代位制度の中心的役割は、保証人や物上保証などの二次的債務者

乃至二次的責任負担者が弁済若しくは担保不動産の売却により取得する債

務者に対する求償権の確保にあり、債権との関連性が密接であることに疑い
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はない。しかしながら、後掲の代位関係一覧表をみても明らかなとおり、求

償権を伴わない代位の適用分野も相当広いといえるので、代位制度に対する

統一的理解を容易にするために代位制度全体について統一的規定の設置が

望まれるところである。

代位に関する問題を統一的に規定する場合には、代位の規定を弁済や求償

権概念から切り離した上で、独立の問題として捉える必要があろう。たとえ

ば代位の原因を、①弁済、②担保不動産の喪失、③抵当権実行による弁済の

機会喪失というように並列して捉えることにより代位問題を弁済や求償権

と切り離して取り扱うことは法技術的には可能ではないかと考えられる次

第である。

以上
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代位関係一覧表
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