
地上権の買受け
地上権の全存続期間の地代を一括して対価として支払った場合，抵当
権は消滅しないが，地上権者に対抗できなくなる
ex．Ａの抵当権付きのＢ所有の土地に対する地上権（30 年間）をＣが
300 万円で買い受けた（一括で地代を支払った場合）場合，Ｃが抵
当権者Ａの要求に応じて 300 万円を代価弁済すると，抵当権は消滅
するのではなく，地上権に対抗することができない抵当権として存
続することになる

⑵　抵当権消滅請求（379 ～）

ア　意義

第三取得者自らが，代価を評価して抵当権者に対してその価額をもっ
て抵当権を消滅させるよう請求する制度

イ　要件

抵当不動産について所有権を取得した第三者（379）が，競売による
差押えの効力発生前に抵当権の消滅請求をする（382）
抵当権者は２か月以内に承諾するか，抵当権の実行による競売を申し
立てなければならない（384 ①参照）

ア　「抵当不動産について所有権を取得した第三者」
確定的に所有権を取得した者であれば無償取得した者でもよいが，主
たる債務者，保証人及びその承継人は含まれない（380） 司H24-15-3

∵　これらの者は自ら債務を負担する者

ⅰ　譲渡担保権者

担保権を実行して確定的に所有権を取得するまでは，第三取得者に
当たらない（最判平 7.11.10）

ⅱ　抵当不動産の共有持分を取得した第三者

第三取得者に当たらない（最判平 9.6.5）
∵　抵当権の不可分性に反する

ⅲ　第一順位の抵当権者

第一順位の抵当権者が，抵当不動産を取得した場合には第三取得者
に当たる（大判昭 8.3.18）
∵　第二順位の抵当権との関係で第三取得者に当たる
cf．停止条件付第三取得者の場合，停止条件の成否が未定である間は，
不可（381）

イ　抵当権の消滅請求

提示金額はいくらでもかまわない
cf．現行法では抵当権実行の通知をする必要はない
∵　第三取得者は，登記記録で抵当権の存在を知り得る

ウ　効果

抵当権の消滅

６．共同抵当（392，393）

⑴　意義

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する
場合（392 Ⅰ）
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⑵　同時配当と異時配当

ア　同時配当

共同抵当の目的である各不動産を同時に競売し，代価を配当する場合に
は，各不動産の価格に応じて債権の負担を分ける（負担割付主義，392Ⅰ）
ex．Ａが債務者Ｘに対する3000万円の債権について，Ｘ所有の甲土地（時
価3000万円），乙土地（時価2000万円），丙土地（時価1000万円）
に一番抵当権を有し，Ｂは甲土地に1500万円の債権につき二番抵当
権を，Ｃは乙土地に1000万円の債権につき二番抵当権を，Ｄは丙土
地に500万円の債権につき二番抵当権を有していた
→Ａの被担保債権額 3000 万円を甲・乙・丙土地の価格（競売代金）
の土地の価格に応じて（３：２：１で）割り付けて，Ａは甲土地か
ら 1500 万円，乙土地から 1000 万円，丙土地から 500 万円の優先
弁済を受け，ＢＣＤは残余から配当を受ける 司H22-12-1

Ⅱ抵当権
1500万円

Ａ

乙

2000万円

丙

1000万円

甲

3000万円

B C D

3000万円

Ⅱ抵当権
1000万円

Ⅱ抵当権
500万円

Ⅰ抵当権Ⅰ抵当権 Ⅰ抵当権

イ　異時配当

共同抵当の目的となっている数個の不動産のうち，一部のものについ
てのみ競売が行われた場合，共同抵当権者は，その代価につき債権の全
額について優先弁済を受けられる
後順位抵当権者を保護するため，後順位抵当権者に代位を認めている
（392 Ⅱ） 司H25-21-ｲ

ex．Ａが甲土地の抵当権を実行すれば，全売却代金（3000 万円）の
配当を受けられる
→Ｂは，甲土地からは何らの配当も受けられないことになるため，乙
土地について 1000 万円，丙土地について 500 万円を限度として，
Ａの抵当権を代位行使することができる 司H22-12-2

付記登記
後順位抵当権者は代位
の付記登記をすることが
できる（対抗要件，393）
∵　理論的には，共同抵当
権が一定の範囲で後順
位抵当権者に移転して
いる
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後順位抵当権者の代位の範囲
ａ　後順位抵当権者は次順位の者だけに限られない
ex．甲土地に対するＢの被担保債権額が 1000 万円で，第３順位の抵
当権者Ｅが 500 万円の被担保債権を持っている場合，Ｂのみなら
ずＥも，乙土地・丙土地に対するＡの共同抵当権に代位できる（た
だし，Ｂ・Ｅ間での分配ではＢがＥに優先する）

1000万円

Ａ

乙

2000万円

丙

1000万円

甲

3000万円

B E

3000万円

500万円

Ⅰ抵当権

Ⅱ抵当権 Ⅲ抵当権

ｂ　共同抵当権者が一部の弁済しか受けられなかった場合でも，後順位
抵当権者は代位することができる
ex．Ａが乙土地を先に競売した場合，乙土地の後順位抵当権者Ｃは，
甲土地についてＡの債権按分額 1500 万円からＡの残債権額 1000
万円を控除した 500 万円についてと，丙土地についてはＡの債権
按分額である 500 万円について，甲土地・丙土地の各不動産上の
一番抵当権を代位行使することができる

⑶　債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産の場合

ア　債務者所有の抵当不動産に後順位抵当権者がいる場合

ex．ＡのＸに対する 3000 万円の債権の担保として，甲土地（時価
3000 万円）・乙土地（時価 3000 万円）の上に一番抵当権が設定さ
れたが，甲土地は債務者Ｘ所有に属し，乙土地は物上保証人Ｙの所
有に属する。その後，甲土地にＢの債権 1500 万円の担保のため二
番抵当権が設定された

ア　同時配当
392 条１項は適用されず，まずは債務者所有の不動産から弁済を受
ける（最判昭 61.4.18）
∵　物上保証人の弁済による代位（500）の期待の保護

イ　異時配当

ⅰ　甲土地を先に競売した場合

後順位抵当権者Ｂは乙土地上のＡの抵当権に代位できない 司H22-

12-3

∵　本来債務者所有の不動産から競売されるべき

ⅱ　乙土地を先に競売した場合

物上保証人Ｙは，弁済による代位（500）によって求償権の範囲
（3000 万円）で，甲不動産上のＡの一番抵当権に代位でき，後順位
抵当権者Ｂは，Ｙの代位に劣後する
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イ　物上保証人所有の抵当不動産に後順位抵当権者がいる場合

ex．債務者Ｘの所有する甲土地（評価額 3000 万円）にＡの一番抵当
権（債権額 3000 万円）とＢの二番抵当権（債権額 1500 万円）が
設定されている。また物上保証人であるＹ所有の乙土地（評価額
3000万円）についてもＡが一番抵当権を有している。乙土地上には，
Ｃが 1500 万円の債権について二番抵当権を有していた

3000万円

甲

3000万円

3000万円

1500万円

乙

物上保証人
Y

債務者
X

B

A

Ⅰ抵当権

C

Ⅱ抵当権
1500万円
Ⅱ抵当権

Ⅰ抵当権

ア　同時配当
同上

イ　異時配当

ⅰ　甲土地を先に競売した場合

乙土地上のＡの一番抵当権も無条件で消滅し，Ｃの二番抵当権は自
動的に一番抵当権に昇格する（乙土地から全額の弁済を受けられる）

ⅱ　乙土地を先に競売した場合

物上保証人Ｙは債務者Ｘに対して 3000 万円の求償権を取得し，そ
の範囲でＡが甲土地に有していた一番抵当権に代位する
→Ｃは，その 3000 万円の求償権に対し，あたかも物上代位するの
と同様に，自己の債権額 1500 万円について優先して弁済を受け
ることができる 司H22-12-4

→Ｃが自己の優先弁済権を第三者に主張するのに付記登記を要せ
ず，また，その優先弁済権保全の要件として差押えも要しない（最
判昭 53.7.4，最判昭 60.5.23【百選Ⅰ 93】）
∵　一番抵当権の移転を受けるものではなく，また，後順位抵当者
による優先弁済権は 372 条によって準用される 304 条の物上代
位そのものではなく，当然に発生するものである

⑷　抵当不動産が物上保証人所有の場合

ア　同一の物上保証人所有の場合 司H25-21-ｲ

双方債務者所有の場合の処理と同様（最判平 4.11.6【百選Ⅰ 94】）

イ　異なる物上保証人所有の場合

基本的には，同一の物上保証人所有の場合と同様
ただし，他に保証人がいた場合などは，法定代位できる額が異なるか
ら注意
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⑸　第三者取得者がいた場合の処理

ex．共同抵当権者Ａは債務者Ｘに対して 5000 万円の債権を有してお
り，甲土地（時価 6000 万円），乙土地（時価 4000 万円）に一番
抵当権を有している。そしてＢは，債務者Ｘに対して 4000 万円の
債権を有しており，甲土地に対して二番抵当権を有している。一方
で，Ａの共同抵当権設定後，乙土地が第三者Ｙに譲渡された
→第三取得者の法定代位と，後順位抵当権者の 392 条２項後段によ
る代位の優劣は，登記の先後をもって決すべき
第三取得者Ｙが生じるより先に後順位抵当権者Ｂが登記を備え
ていれば，Ｂの 392 条 2 項による代位が優先し，第三取得者Ｙ
が移転登記を備えた後に後順位抵当権者Ｂが生じたのであれば，
Ｙの法定代位が優先する

4000万円

4000万円

甲

6000万円

5000万円

乙

債務者
X

B

譲渡
Y

共同抵当権者
A

Ⅰ抵当権

Ⅱ抵当権

⑹　共同抵当権の放棄

ex．共同抵当権者Ａは債務者Ｘに対して 5000 万円の債権を有して
おり，債務者Ｘ所有の甲土地（時価 6000 万円），乙土地（時価
4000 万円）に一番抵当権を有している。そしてＢは債務者Ｘに対
して 4000 万円の債権を有しており，甲土地に対して二番抵当権を
有している。Ａが乙土地上の抵当権を放棄した上で甲土地の抵当権
を実行した
→共同抵当権者は，放棄がなかったら後順位抵当権者が代位をする
ことができたであろう限度において，残りの不動産について後順
位抵当権者に優先し得ない（504 類推，大判昭 11.7.14）。また，
仮に抵当権者が優先弁済を得ていても，後順位抵当権者は抵当権
者に対して不当利得返還請求が可能である（共同抵当権の目的不
動産が同一物上保証人に属する場合について，最判平 4.11.6【百
選Ⅰ 94】）
→Ａが乙不動産上の抵当権を放棄しなかったならば，Ｂが乙不動
産上の抵当権に代位し得る限度（2000 万円）で，甲土地の配
当においてＡはＢに優先することができない
→Ａに配当されるべき 5000 万円のうち，2000 万円はＢに配当
されるから，甲土地からＡは 3000 万円，Ｂは 3000 万円を得
られる
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ａ　抵当不動産が同一の地位の者（債務者，物上保証人）の所有にかかる場
合
基本的に，後順位抵当権者は，同時配当の場合よりも，異時配当の場合
の方が不利になることはない
cf．異時配当の方が有利なことはある（ex．Ａが債務者Ｘ所有の甲土地
（評価額 6000 万円），乙土地（評価額 4000 万円）に共同抵当権を
有しており，甲土地に二番抵当権者Ｂ（被担保債権額 4000 万円）が
いる場合において，乙土地の抵当権が先に実行されたとき）

ｂ　抵当不動産が，別の地位の者にかかる場合
債務者所有の不動産が優先して競売される，物上保証人所有の不動産が
先に競売された場合には，法定代位が可能
後順位抵当権者はさらに，その法定代位に代位をすることができる（物
上保証人に与えられる保護と同様の保護が与えられると考えてよい）

７． 根抵当

⑴　意義

一定の範囲に属する不特定多数の債権を極度額の限度において担保す
る抵当権（398 の２）

⑵　趣旨

頻繁に借入れや返済をするような場合，そのつど抵当権を設定しなけ
ればならないということになり，不都合
→一定の範囲に属する不特定の債権を担保するために認められた

⑶　特色

ア　�付従性の緩和

通常の抵当権は，被担保債権が消滅すれば抵当権もそれに従って消滅
する
しかし，根抵当権の担保する特定の債権がいったん弁済により消滅し
たとしても根抵当権自体は消滅しない
∵　根抵当権は，一定の金額（�極度額という）に達するまでは，約定
により発生したすべての債権を担保するのであり（398 の２），個
別の債権を担保するわけではない

イ　�随伴性の否定

通常の抵当権は，被担保債権が譲渡された場合，抵当権もそれに従っ
て移転する
しかし，根抵当権の場合，一つ一つの被担保債権が他に譲渡されたと
しても，その債権を譲り受けた者は，根抵当権を取得することはできな
い（398 の７Ⅰ前段） 司H18-15-4,H24-16-2

⑷　設定

①被担保債権の範囲，②債務者，③�極度額の３点を必ず定めなければ
ならない（398 の２）
cf．確定期日は任意的

  共同抵当のまとめ
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