
第１．意義
他人の土地を一定の範囲で使用収益できる物権の総称
→民法は地上権，永小作権，地役権，入会権の 4つを定めている
（永小作権，入会権については割愛）

第２． 地上権

１．意義
工作物又は竹木所有の目的で，他人の土地を使用する権利

２．取得原因
地上権設定契約，取得時効の完成（土地の継続的な使用という外形的

事実，その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に
表現されていることを要する， 最判昭 45.5.28， 最判昭 46.11.26）
一筆の土地の一部を目的として設定することができる
ただし，分筆しないまま，この地上権を善意で譲り受けた者は，土地
全部に及ぶ地上権の取得を設定者に主張することができる
∵　土地全部に及ぶ通常の地上権に対する制限を加えたものであるか
ら，その登記をしておかなかった以上，第三者に対抗することがで
きない

５ 
　

用益物権
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共有持分を客体として
地上権を設定することは
できない
∵　地上権は土地を全面
的に使用・収益すること
を目的とする権利であ
るから
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３．内容，特徴

⑴　有償・無償を問わない

設定者が地代を取らないことも可能
cf．賃貸借，永小作権→使用収益の対価必要（有償）

⑵　存続期間の制限はない

ア　 永代地上権の設定も可能（ 大判明 36.11.16）

cf．賃貸借→民法上は最長 20 年（604 Ⅰ），借地借家法上は最長期
間の制限なし

イ　地代を払うべき地上権者であっても，存続期間の定めがないときは，

１年前の予告又は１年間の地代支払により地上権は自由に放棄すること

ができる（268 Ⅰ）

ゥ　設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において，別段の慣

習がないときは，地上権者はいつでもその権利を放棄することができる
（268 Ⅰ）
地上権者がその権利を放棄しないときは，裁判所は当事者の請求によ
り，20年以上，50年以下の範囲内において，工作物又は竹木の種類及
び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して，その存続期間を定め
る（268 Ⅱ）

⑶　自由に譲渡できる

地上権（265）を目的とする担保権を設定してはならない旨の特約，
地上権を他に賃借しない旨の特約は，当事者間で債権的効力を有するに
すぎない
地上権設定者（土地所有者）の承諾は不要
cf．賃貸借→賃貸人の承諾が必要（612）

⑷　土地に瑕疵があっても修繕請求ができるわけではない

∵　設定者は地上権の負担を負うのみ
cf．賃貸借→目的物を利用させる積極的な義務が生じる

⑸　物権的効力

地上権も物権である以上，それが侵害された場合には物権的請求権に
より妨害排除を請求することができる
物権である地上権の場合には，当該権利自体に基づいて当然に登記請
求権を有する
cf．債権である賃借権の場合には，賃借入は特約がない限り，当然に
は土地所有者に対して登記請求権を有しない（ 大判大 10.7.11）

・ 地代支払の特約があ
り，土地所有権が譲渡
された場合，地代につ
いて登記がなくとも，
地上権者に従前の地
代を新所有者は請求
することができる
∵　地上権者は，地代
支払の特約をした
当事者であるから

・ 地代支払の特約があ
り，地上権が譲渡され
た場合，土地所有者
は，地代について登記
がなければ，新地上権
者に地代を請求するこ
とはできない

永小作権の譲渡禁止特
約，担保禁止特約は登記事
項になるため（不登法 79
③），物権的効力を有する
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⑹　対抗要件

地上権の登記をしなくても，その土地の上に登記されている建物を所
有するときは，その地上権を第三者に対抗することができる（借地借家
10Ⅰ）
∵　地上権については借地借家法が適用される（借地借家２①）

⑺　地上権の消滅原因

①　消滅時効
②　土地所有者の側からの解消地代を定期的に支払う約定がある場合
に，地上権者が引き続いて２年以上地代の支払を怠ったときは，土地
所有者は地上権の消滅を請求することができる（266 Ⅰ，276）

③　地上権の存続期間の定めがなく，地代支払義務がない場合は，地上
権者は，いつでも地上権を放棄することができる（268 Ⅰ本文）

④　地上権の存続期間の定めはないが，地代支払義務がある場合は，１
年前に予告をするか，又は１年分の地代を支払って，地上権を放棄す
ることができる（268 Ⅰただし書）

⑤　不可抗力によって，引き続き３年以上全く収益を得なかったとき，
又は，引き続き５年以上地代より少ない収益を得たときは，地上権を
放棄することができる（266 Ⅰ，275）
cf. 賃貸借の場合は，２年以上，賃料より少ない収益を得たときに解除
することができる（610）

⑻　地上権消滅の効果

ア　第三者の権利

地上権者がその土地上に有する建物を第三者に賃貸している場合
→地上権者と土地所有者が地上権の合意解除をしても，建物賃借人に
対抗することはできない

イ　収去権と買取権

ア　収去権

地上権者は，その権利が消滅した時に，土地を原状に復してその工
作物及び竹木を収去することができる。ただし，土地の所有者が時価
相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは，地上権者は，
正当な理由がなければ，これを拒むことができない（269 Ⅰ）
もっともこれと異なる慣習があるときは慣習に従う（同Ⅱ）

イ　買取権

民法は，地主に地上物買取権を認めているが（269 Ⅰただし書），
地上権者には地上物買取請求権を認めてはいない。なお，借地借家法
13 条は，借地権の期間満了による消滅の場合に，地上権者に地上物
の買取請求権を認めている

⑼　相隣関係の規定の準用（267，209 ～ 238）

ただし，境界線上に設けられた境界標等の共有推定の規定（229）は，
地上権設定後になした工事についてのみ準用される（267 ただし書）

⑤の場合の放棄につい
ては，１年前予告又は１年
分の地代の支払は不要

地上権者からの買取請
求権は認められない。ただ
し，建物所有目的の地上権
者（＝借地権者）の場合は，
買取請求権がある（借地借
家13）
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第３．区分地上権

１　意義
地上又は地下の空間の上下の範囲を定めて，工作物を所有するために
設定される地上権をいう（269 の２Ⅰ）

２　設定方法
区分地上権を設定するにあたって，すでにその土地に使用収益をなす
権利を有する者，及びこれを目的とする権利を有する者（地上権者・賃
借人等）がいる場合には，その者全員の承諾を必要とする（269 の２Ⅱ
前段）

３　効力
登記によって第三者に効力を対抗することができる
区分地上権を設定するにあたって，区分地上権の行使のために，残さ
れた地下又は空間の使用に制限を加えることができる（269 の 2 Ⅰ後
段）。なお，この特約は登記をすれば，第三者にも対抗することができ
る
ex．地下に区分地上権を設定した場合に，「地上には○トン以上の建
物を建てない」旨の特約をする

「工作物」：モノレール・
地下鉄・地下街・地下駐車
場等
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第４．永小作権
永小作権 地上権

設定目的 耕作又は牧畜 工作物又は竹木の所有

取得
設定契約・譲渡・相続

法律により当然生ずる場合あり
（法定地上権：388）

対価 小作料：要素である（270） 地代：要素でない（265・266）

存続期間

⑴ 　設定行為によるとき，20年
以上 50年以下

　（278 Ⅰ，強行規定）
⑵　設定行為で定めないとき
　（278 Ⅲ）
　①慣習
　② 30年
⑶　永代小作権不可
⑷　更新可

⑴ 　設定行為によるとき最長最
短制限なし（268）
⑵　設定行為で定めないとき
　①慣習
　②  20 年以上 50年以下（裁判

所による 268 Ⅱ）
⑶　永代地上権可
⑷　更新可

譲渡禁止
特約担保
禁止特約

物権的効力（登記方法あり）
→ 登記により第三者に対抗可
（272）

債権的効力（登記方法なし）

準用規定

⑴　賃貸借の主な規定（273）
　① 賃借物の一部滅失による借

賃減額請求権（611）
　②借賃の支払時期（614 本文）
　③不動産賃貸の先取特権
　　（312）
⑵　地上権の規定（279）
　①収去権（269 Ⅰ本文）
　② 地主の買取権（269 Ⅰただ

し書）
⑶　相隣関係の規定

⑴　賃貸借の主な規定（266 Ⅱ）
　→地代を支払う場合
　① 賃借物の一部滅失による借

賃減額請求権（611）
　②借賃の支払時期（614 本文）
　③不動産賃貸の先取特権
　　（312）
⑵　永小作権の規定（266 Ⅰ）
　①小作料の減免（274）
　②永小作権の放棄（275）
　③永小作権の消滅請求（276）
⑶　相隣関係の規定（267）
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第５． 地役権

１．意義
一定の目的に従ってある土地（要役地）の便益のために，他人の土地
（承役地）を利用する権利（280 本文）
地役権は，これによって要役地の利用価値を増すものでなければなら
ない
→植物栽培目的のように，個人的な利用は，地役権の内容とはならな
い

A→ C

公
道

B

乙

甲

承役地 要役地

２．取得原因

⑴　地役権設定契約

所有権のほか，地上権者，永小作権者，賃借人等も設定当事者になる
ことができる

⑵　時効取得（163，283）の要件

①「継続的」な「行使」（283）
∵　一時的な行使は土地所有者の好意にすぎない
ex. 通路を解説した通行地役権，引水地役権
②「外形上認識することができる」こと（283）
∵　土地所有者が中断の手続をとることができる必要がある
cf. 眺望，日照等は外形上認識できないため，時効の対象にならない
③その他時効取得の要件（163）

３．内容，特徴

⑴　随伴性（附従性）（281）

ア　 要役地の処分に従って随伴する（Ⅰ本文）

イ　要役地と分離して地役権だけを譲渡することはできない（Ⅱ）

∵　地役権は要役地の便益のために存在する権利である

ウ　地役権の付従性（281 Ⅰ本文）により，要役地の上に抵当権を設定し

た場合，その効力は当然に地役権に及ぶから，競売の際の買受人は，土

地所有権とともに地役権を取得し，所有権の移転を承役地所有者に対抗

し得るときは，地役権の移転も，承役地所有者に対抗することができる

一定の目的とは，通行，
引水，眺望，日照等
→複数の目的が両立する
ため，複数の地役権を設
定できる

道路の開設は自らす
る必要がある（ 最判昭
30.12.26）

随伴性は，特約で排除す
ることができる（281 Ⅰた
だし書）
→ただし，登記がなければ
第三者に対抗すること
ができない

強行法規性
282 条２項は特約による
排除不可
また，相隣関係規定に反
する地役権の設定も不可

第５．地役権　193

第２編　物権法　５　用益物権



（ 大判大 13.3.17）。これは持分の場合でも同様である

⑵　不可分性

地役権は要役地の便益に供する権利であるから，要役地は必ず一筆又
は数筆の土地でなければならない。これに対し，一筆の土地の一部を承
役地として地役権を設定することは認められる（282 Ⅱ）
→承役地は分筆しないまま登記可

要役地が共有の場合 承役地が共有の場合

消滅 単独では消滅させることができない（282 Ⅰ）
（持分についてのみ地役権を消滅させることはできない）

取
得
時
効

時効完成
共有者の一人の時効完成は
共有者全員に効力を生じる
（284 Ⅰ）

中断，停止
共有者の一人に対する時効の
中断，停止は全共有者に効力
を生じない（284 ⅡⅢ）

消滅時効
共有者の一人による時効の中
断，停止は全共有者に効力を
生じる（292）

AC

公
道

BD

乙 甲

承役地 要役地

⑶　有償・無償を問わない

⑷　存続期間の定めなし→永久地役権も可能

地役権の内容は，当事者の設定行為によって決まり，原則として私的
自治にゆだねられるが（280 本文），相隣関係に関する強行法規に違反
することは許されない（同但書）
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⑸　地役権に基づく請求権

地役権者は地役権に基づいて承役地に対する妨害排除請求権及び妨害
予防請求権を有する
しかし，承役地の返還請求権は有しない
∵　地役権は承役地を占有する権利ではない

⑹　その他

設定行為又は設定後の契約により承役地の所有者がその費用をもって
地役権の行使のために工作物を設け又はその修繕をする義務を負担する
ときは，その義務は承役地の所有者の特定承継人もまたこれを負担する
（286。ただし，登記がなければ，特定承継人に対抗できない）
承役地の所有者は，地役権の行使を妨げない範囲内において，その行
使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる（288
Ⅰ）

 地上権， 永小作権， 地役権の比較
 地上権  永小作権  地役権

目的
建物など工作物
の所有
竹木の所有

耕作又は牧畜 用水，通行，引水

存続期間
定めなし（永
久も可， 大判明
36.11.16）（※１）

20 年 ～ 50 年
（278 Ⅰ前段） 定めなし

地代 要素でない（266） 要素である（270） 要素でない（280）

消滅
 放棄
 消滅請求（※２）
存続期間の満了

 放棄
 消滅請求
存続期間の満了

地役権の 放棄
時効による消滅

（※３）
存続期間の満了

抵当権の設定
（抵当権の目的
となるか）

可（369 Ⅱ） 可（369 Ⅱ） 不可

（※１）建物所有の場合は借地借家法の適用あり
（※２） 放棄・ 消滅請求（地上権・永小作権共通）
 放棄：不可抗力によって，引き続き３年以上全く収益を得ず，又は５年以上地代・
小作料より少ない収益を得たときは，その権利を放棄することができる（266，
275）
cf．地上権→存続期間の定めがない場合には，原則としていつでも放棄が可
能だが，地代の支払がある場合は，１年前の予告又は１年分の地代の支払
が必要（268 Ⅰ）

 消滅請求：引き続き２年以上地代・小作料の支払を怠ったときに可能（266，
276）

（※３）地役権者がその権利の一部を行使しないときは，その部分のみが時効によっ
て消滅する（293）
ex．通行地役権者が幅員５mの通路を開設したが，３mの部分だけで通行し
ていたとすると，残りの２mは時効によって消滅する

通行地役権に基づいて通
行妨害行為に禁止を超えて
承役地の目的外使用一般の
禁止を求めることはできな
い（最判平17.3.29）

要役地と承役地は隣接し
ていることは不要 ex. 眺望
地役権

ただし，この場合，承役
地所有者はその利益に応じ
て，工作物の設置及び保存
の費用を分担しなければな
らない（288Ⅱ）
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隣地通行権と通行地役権の比較
隣地通行権（210 ～） 通行地役権（280）

発生 法律により当然発生 ①契約
②時効取得（283）

内容
通行権者にとって必要な限度
で，かつ隣地のために損害の
最も少ない場所・方法（211 Ⅰ）

合意によって決まる

有償 
or
 無償

原則 ：損害に対する償金支払
義務あり（212）

例外 ：分割・一部譲渡の場合
は無償（213）

有償の特約について
判例 ：地役権の内容とならない
通説 ：地役権の内容となるが登

記の方法がないので（不登
80），第三者に対抗できな
いだけ

隣地・承役
地が移転し
たとき

隣地通行権を主張するのに対
抗要件不要

地役権者は地役権の登記をしな
ければ承役地の所有者に対抗で
きない

袋地・要役
地が移転し
たとき

袋地所有権を取得した者は，
移転登記なしに隣地通行権を
主張で きる。

地役権の移転登記は不要だが，
要役 地の所有権移転登記をし
なければ，承役地所有者に地役
権を対抗できない（判例）

随伴性 あり

原則：あり
例外 ：特約で排除可（281 Ⅰ但

書）特約は登記も可（不登
80Ⅰ③）

通路開設 可能（211 Ⅱ） 合意がない限り不可

４．地役権の登記と第三者

⑴　要役地の所有権移転

ア　地役権の登記がない場合

要役地所有権の移転登記があれば，所有権の移転を承役地の所有者Ｂ
に対抗することができる。この場合地役権の移転も承役地の所有者Ｂ及
びその包括承継人に対抗することができる（ 大判大 13.3.17）。それ以
外の第三者には地役権を対抗することはできない

イ　地役権の登記がある場合

要役地所有権の移転登記があれば地役権の移転も全ての者に対抗する
ことができる

⑵　承役地の所有権移転

原則として，Ａは地役権の登記がなければ，承役地の新所有者Ｃに地
役権を対抗することはできない。しかし，承役地の譲渡の時に，当該承
役地が要役地の所有者によって，継続的に通路として使用されているこ
とが，その位置・形状・構造等の物理的状況から客観的に明らかであり，
かつ，譲受人がそのことを認識していたか，あるいは認識することが可
能であった場合，譲受人は，通行地役権が設定されていることを知らな
かったとしても，特段の事情のない限り，地役権設定登記の欠缺を主張
するについて正当な利益を有する第三者にあたらない（ 最判平 10.2.13）

地役権者の氏名は登記さ
れず，要役地の表示が登記
される
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∵　通行地役権を容易に推認でき，調査も容易であるから，登記の欠
缺を主張するのは，信義則に反する

５．地役権の消滅

⑴　一般的消滅事由

要役地・承役地の消滅，地役権者の放棄，存続期間の満了によって消
滅する

⑵　時効による消滅に関する特別規定

ア　承役地の時効取得による消滅

承役地が第三者によって時効取得された場合には，地役権は消滅する
（289）。しかし，時効取得の基礎となった占有が地役権の存在を認容
したものである場合（たとえば表現・継続の地役権など，占有者が地役
権の負担がある土地であることを知っている場合）などには，それに
よって取得される所有権は，地役権に制限された所有権であるから，こ
れによって地役権は消滅しない（ 大判大 9.7.16）

イ　地役権の時効消滅

地役権者が，20 年間その権利を行使しなかったときは，地役権は時
効によって消滅する（291，167 Ⅱ）
地役権者が，地役権の内容の一部分だけを行使するとき（たとえば，
５メートルの通路の開設ができるのに，３メートルの通路しか開設しな
かった場合）は，その不行使の部分だけが時効によって消滅する（293）

⑶　所有権を地役権者に移転する意思表示（287）による消滅

承役地所有者は，地役権行使に必要な工作物の修繕義務等の積極的義務を
負う場合であっても，承役地の所有権を放棄して地役権者に移転することに
より，その義務を免れることができる（委棄。287）
この場合，承役地の所有権は地役権者に移転し，所有権と所有権以外の

物権（地役権）が同一人に帰属するから，原則として，地役権は混同（179
Ⅰ）により消滅することになる

地役権の消滅時効の起算
点（291）
不継続地役権→最後の
行使の時
継続地役権→その行使
を妨げるような事実を生
じた時
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