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Ⅰ　はじめに

譲渡担保とは、債権を担保するために、民法典が規定する約定担保物権（質権・

抵当権）を利用しないで、例えば、目的物の所有権を債権者に担保目的で移転し、

債務が履行されたら債権者は所有権を返還するが、債務不履行の場合にはこれを
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確定的に取得することで本来の債務の弁済に代える担保方法1）である。

譲渡担保の機能として、①目的物の種類・範囲を問わない、②債権者が目的物

の権利を予め取得する形になっていることから競売手続などによることなく簡

易・迅速かつタイムリーに担保目的を実現できる、③目的物が不動産の場合には、

最初から、債権者のために所有権移転登記をしているために、後順位担保権者や

優先的賃借人といった利害関係人がでてこない、ことなどが挙げられる2）。これ

らの譲渡担保の諸権能の中で、最も重要だとされる機能が、占有を債権者に移さ

ない企業用動産の抵当化という強い社会的要請に応えることが可能になる機能、

つまり、動産譲渡担保という担保方法を可能ならしめる機能であろう3）。

動産譲渡担保は、ことに中小企業が金融を受けるために不可欠の手段となって

おり、今日の社会で果たす機能が大きい一方で、動産の多重譲渡が行われるとい

う問題が発生する主なケースとなっている4）。それは、動産譲渡担保の公示が不

完全であるという性質に起因するが、譲渡担保が広く社会で活用されているので

あれば、この問題を譲渡担保が存在する以上当然に発生するものとして看過する

ことはできない。なぜなら、譲渡担保者を保護しなければ、譲渡担保の利用が妨

げられてしまうからである。我が国の経済活動を支える動産譲渡担保に関して、

譲渡担保権者の取引安全の保護を図る必要性は高い。

そこで、本稿では、まず動産譲渡担保の有用性を確認した後に、動産譲渡担保

の設定を受けた担保権者の保護と無権利者から動産譲渡担保の設定を受けた担保

権者の保護、二重に動産譲渡担保が設定されたときの担保権者の保護について別

途に考察し、問題を解決するための手段を検討したい。

Ⅱ　動産譲渡担保の意義

まず初めに、譲渡担保の中でも特に動産譲渡担保が有する機能について確認す

る。

1　動産抵当機能

民法は、動産抵当権を認めず、質権については、その留置的効力との関係等か

ら、民法344条により、目的物を債権者に引き渡すことが要件とされ、しかも、

そこでいう引渡には占有改定は含まれないことが民法345条で規定されており、

占有を設定者に留める類型の質権設定を認めない。もっとも、特別法によって一



51

部修正されているが、その修正は、農業用動産（農業動産信用法）、自動車（自動

車抵当法）、航空機（航空機抵当法）、建設工事用動産（建設機械抵当法）、船舶及び

製造中の船舶（商法848条・851条）といったようなごく限られた動産について抵

当権の設定を認めたに過ぎない。したがって、例えば、工場の製造機械のような

企業の備え付け動産、商品、原材料5）といったものは目的物の占有を設定者に留

めておく必要性が強いにも関わらず、典型担保によってはこの要請に応えること

ができない。動産譲渡担保が、譲渡担保の中でも特に重要なものである理由は、

この典型担保の不備を補充する機能を有しているからであり、動産の抵当化とい

う機能が譲渡担保の有する機能の内、最も重要だと解することができる。

2　担保価値向上機能

担保権実行としての競売手続では、とりわけ動産の場合、しばしば時価に比べ

て非常に安い価格でしか売れない。不動産の場合、建物についてはやや問題もあ

るが、土地に関していえば、価格は安定しており、価値も一般的に認められる。

しかし、動産は消耗・劣化するため使用や時間の経過によって担保価値が下がる

場合が多いし、動産は常に市場に、より優れた性能・品質を備えたものが供給さ

れる。更に、工場の製造機械などといったものは、その動産を欲する人が限定さ

れるため、市場は非常に狭いと言える。よって、私的実行によって市場メカニズ

ムを反映したより高い価格で売れれば、債権者の債権回収にとっても、設定者の

担保価値の活用にとっても有利である6）。

Ⅲ　動産譲渡担保の設定を受けた場合における担保権者の保護

では、そのような社会的要請の強い動産譲渡担保の設定を受けた担保権者の保

護はいかにして図られるのだろうか。正当な譲渡担保権設定契約によって担保権

を取得した者が自己の担保権を保全するためには、これから利害関係に入ってこ

ようとする者に対して、その担保権の存在を知らしめる必要がある。それがつま

り動産譲渡担保の公示の必要性であり、対抗要件を具備の必要性を意味する。

そこで、有権利者から動産譲渡担保の設定を受けた担保権者の取引安全を図る

ために、担保権者はいかにして対抗要件を具備するかを考察する。
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1　従来の通説・判例における対抗要件

動産物権変動の対抗要件は、民法178条で「引渡し」とされている。動産譲渡

担保も動産物権と理解することができるから、動産譲渡担保の対抗要件も民法

178条の「引渡し」と考えられる。動産譲渡担保は、目的物を設定者のもとに留

めるため、引渡しは通常、民法183条の占有改定によるものになる。しかし、占

有改定は当事者の合意のみによって生じるものであるから、外部からは何らの変

化も認識することができないので、物権を公示する機能を全く有していない。公

示されるから対抗力が生じるならば、公示されないものを第三者に対する対抗要

件として扱うことは矛盾であるかにも思える7）。

しかし、大審院8）は、「原審ノ認定ニ係ル譲渡担保ニ基ク信託的所有権譲渡行

為ニ在テハ、第三者トノ関係ニ於テノミ当事者間ニ所有権移転ノ効果ヲ生ズベク、

当事者内部ノ関係ニ於テハ同一ノ効果ヲ発生セズト雖モ、之ニ依リテ担保セラレ

タル債権ノ弁済ヲ受ケザルトキハ、債権者ハ外部関係ニ於テ有スル権利ニ基キ相

手方ノ占有スル目的物ノ交付ヲ受ケ之ガ処分ヲ為シ得ベキ権利ヲ有スルモノナル

ガ故ニ、債務者ガ譲渡ノ目的物ヲ占有スルハ、一面内部関係ニ於テ自己ノ為メニ

占有スルト同時ニ、他ノ一面ニ於テハ将来其債務不履行ノ場合ニ於テ債権者ニ交

付スルガ為メ債権者ヲ代理シテ之ヲ占有スルモノト謂ハザルベカラズシテ、債務

不履行ノ事実到来ニヨリ始メテ代理占有ノ関係ヲ認ムベキモノニアラズ。（下線

は筆者による。）」とし、最高裁判所9）も、「売渡担保契約がなされ債務者が引き続

き担保物件を占有している場合には、債務者は占有の改定により爾後債権者のた

めにも占有するものであり、したがって債権者はこれによって占有権を取得する

ものであると解すべきことは、従来大審院の判例とするところであることも所論

のとおりであって、当裁判所もこの見解を正当であると考える。（下線は筆者によ

る。）」と判示し、譲渡担保の契約がなされれば、占有改定をするといった特別の

意思表示をしなくとも、当然に、占有改定による引渡しがされている、とした。

判例は、所有権的構成を前提として占有改定による対抗力取得を認めたと言え

る10）。

また、集合物動産担保の対抗要件に関しても、判例11）は、集合物論の立場か

ら集合物自体の占有改定で足りるとしている。判例の立場では、譲渡担保の目的

物である「集合物」にひとたび占有改定がなされたならば、後に「集合物」に加

入する個々の物は「集合物」の部分として当然に、従来から存する「集合物」の
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譲渡担保に服し、かつ、その譲渡担保は当然に、本来、公示がなされたものに与

えられる対抗力を享受するのである。

2　従来の通説・判例に対する批判

そもそも、占有改定は、なぜ民法178条の引渡しに含まれるのか。占有改定は、

引渡しがなされた後も、目的物は譲渡人のもとに留まるため、物権の公示機能を

まったく有していないから第三者に不測の損害を被らせる可能性がある。では、

占有改定を禁止すればいいかというとそういう訳でもない。売買契約を締結した

が、買主が現在目的物を受け取れない状態にある、あるいは、売主が目的物をし

ばらく使用する必要があるといった場合、売主から買主に一度目的物の現実の引

渡しをし、更にもう一度買主から売主に現実の引渡しをするといった二重の現実

の引渡しをしなくては対抗要件が備わらないのであれば、当事者に不要な労力と

費用を課すことになる。そして、売主のもとに目的物を留めておく必要性がある

以上、当事者は二重の現実の引渡しをするであろう。占有改定を禁止したところ

で、結局は公示の問題は解決されないのであるから、当事者の意思表示があれば、

目的物の現実の引渡しが伴わなくても引渡しの効果を認めたのである。占有改定

は、このような消極的な理由を根拠に認められた引渡しである12）。

従来の通説・判例において、譲渡担保の対抗要件として占有改定に求められた

合理性は、譲渡担保において、それぞれの学説によって程度の差こそあれ、所有

権移転の形式を法的構成としていたから、比較的容易に適用できるところにあっ

たと考えられる。完全な所有権の移転でさえ占有改定を対抗要件として認められ

るのであるから、所有権的構成を採用する以上は、譲渡担保権者の所有権取得に

ついて別異に考える必要はない、とする訳である13）。

しかし、担保目的を有しない譲渡（以後、通常の譲渡とする。）において占有改

定が認められるからという理由で、譲渡担保においても占有改定を引渡しと直接

認めることはできないように思われる。通常の譲渡においては、占有改定を禁止

したところで、それを事実上回避・潜脱する方法が考えられ、そのようにしたと

ころで、手数だけかかることになり、実効性を伴わないことになるが、譲渡担保

の場合には、占有改定のみを唯一の引渡しとしているのであるから、それを回

避・潜脱すること等を考慮する必要はなく、先述したような占有改定を認める消

極的理由を援用することはできない14）。
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3　動産譲渡担保における公示の必要性

そもそも公示が要求されるのは第三者をして不測の損害を被らせないためであ

るから、公示が欠如していても善意の第三者が保護される民法192条の即時取得

制度が存在するのであれば対抗力を認めてもさしつかえがない、との主張15）も

ある。

即時取得については後述するが、即時取得は、引渡しの方法として指図による

占有移転や占有改定が認められているために、権利者が目的物を現実に所持しな

いまま対抗要件を備えていることがあるという動産取引に対応するため、無権利

の動産占有者と取引をした者に権利取得を認めることによって、動産取引の円滑

化を図る制度である16）。即時取得制度の存在を根拠に占有改定による対抗力を認

める主張は、目的物を設定者から譲り受けた善意の第三者は即時取得で保護され

るのであるから、公示機能を有していない占有改定を対抗要件として認めても差

し支えはない、と判断するのである。

しかし、目的物を設定者から譲り受けた善意の第三者は即時取得制度による保

護の余地が残されていたとしても、真の権利者の失権が伴う以上、真の権利者と

第三者の利益調整が必要であるから善意の第三者が常に保護される訳ではないし、

最終的に即時取得の効果により目的物の所有権を原始取得できたとしても、裁判

所を介す紛争に関与しなければならなくなった時点で、通常の承継取得に比べ、

取引安全が害されていることは確かである。

そもそも公示の目的は権利関係を外部から認識できるようにすることで不要な

紛争を回避することにあり、真の権利者と第三者の利益調整をすれば取引安全を

保護できる訳でもない。

また、担保権者からしても、現行法上、占有改定のみで対抗要件が具備できる

というメリットを享受できている一方で、譲渡担保の公示方法が不完全であるが

ゆえに、常に即時取得による危険にさらされており、対抗要件を具備しても、安

定した地位に立つことはない17）。譲渡担保権者は、このような不安定な地位に立

つ譲渡担保を自ら選択したのであるから、そこから生ずる不利益は甘受しなくて

はならない、という主張も考えられるが、先述した通り、現代においては担保の

手段として質権ではなく譲渡担保でなくてはならない場合も多く、譲渡担保を選

択したということに担保権者の不利益を認める根拠を求めることはできないよう

に思える。また、過去においては、担保権者が譲渡担保を選択した理由は、いわ



55

ゆる目的物の「丸取り」をもくろんでいたからという一面があったことは事実で

ある18）が、現在においては、担保権実行の際には清算義務が課されることが学

説・判例19）上確定した法理となっているので、そのような暴利行為を期待して

譲渡担保を選択する訳ではない。したがって、動産譲渡担保の社会的需要に応え

るためにも、担保権者の地位を安定させ、運用の円滑化を図らなくてはならない。

以上のことから、公示機能に問題がある占有改定に代わる、譲渡担保における

対抗要件を考える必要がある。

4　動産譲渡登記による対抗力取得

一般的に言うと、現在考えられている公示方法の中で、権利関係の公示という

面だけに焦点を当てるのであれば、登記や登録が最も優れた公示方法であるとさ

れている。理由として、動産譲渡担保に関することを挙げるならば、①国家機関

によって管理・運営されているために、制度としてかなり安定したものになって

おり、登記手続に伴うミスが比較的少なく、いったん登記がされると、特殊な事

故でもない限り、それが確実に保管されるし、また、登記された事項を一方の当

事者だけの手によって勝手に変更される、といった事態はほとんど生じない、②

対抗要件具備の時期が明確で、当事者間で勝手にそれを変更するようなことはで

きない、③登記簿への記載によって、現実の利用を伴わない観念化した物権や、

現実の利用を内容とする物権を、ほとんど何らの問題も生じさせることなく公示

することができる、といったことが挙げられるだろう20）。

長引く不況を背景に、とりわけ中小企業からの要請がにわかに高まったことも

あり、日本でも最近になって「動産譲渡」の登記が可能になった。動産譲渡登記

制度は、債権譲渡特例法（平成10年法律第104号「債権譲渡の対抗要件に関する民法

の特例等に関する法律」）の一部を改正する法律（平成16年法律第148号）によって

創設され（改正後の法律名は「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等

に関する法律」となった。以下、動産債権譲渡特例法という。）、新法施行の平成17年

10月 3日から運用を開始した。これは、動産譲渡の対抗要件として、民法178条

の規定する引渡しに相当する登記制度を創設したもので、明確な公示機能を持つ

この登記制度は、従来、占有改定という外見に変化のない形態で対抗要件具備と

してきた動産譲渡担保等に活用されることが期待されている21）。登記という、よ

り確実な公示方法を用意することで、法人企業の動産担保融資、動産を活用した

資金調達の円滑化を図ろうとしているのである22）。
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具体的には、動産債権譲渡特例法 3条 1項の「法人が動産（当該動産につき貨

物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券又は船荷証券が作成されているものを除く。

以下同じ。）を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイ

ルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあっ

たものとみなす。」という規定によって「登記」が対抗要件になりうることが認

められている。

この動産譲渡登記ファイルの登場によって、先述した譲渡担保の弱点は克服さ

れるようにも思えるが、なお問題は残る。

まず、①この登記は「譲渡」を登記するだけであり、権利の現状を公示するも

のではない23）。動産譲渡登記ファイルは、実質的に法人である譲渡人単位で編成

されるという人的編成主義をとっている。したがって、例えば A動産が法人 X

から Yに譲渡されたという事実は Xの動産譲渡登記ファイルを見ればわかるが、

その後、Yが Aをどうしたかを知ることはできない。もちろん、Yが法人であれ

ば Yの動産譲渡登記ファイルを確認することはできるが、Yが登記を経由せず指

図による占有移転で Xのもとに Aの占有をとどめたまま Zに譲渡をする可能性

は十分にあり、譲渡担保の公示機能を完全に満たすことはできない。次に、②動

産譲渡登記が一般人にとって身近ではない。そもそも、この登記の対象は「法人」

が行う動産の譲渡に限定されている。法人に限られるのは、動産を活用した資金

調達の需要は、個人には通常なく企業に限った需要であるし24）、個々人に認めて

は人的編成主義をとる上で事務処理の困難を生むであろうから、この限定自体は

問題ないだろう。問題なのは、動産譲渡登記の存在を一般人は知る機会が全くな

いことである。譲渡担保の第三者として利害関係に入ってくるのは、なにも法人

だけではない。一般人も設定者からの目的物を譲渡されることはある。動産の譲

受人であれば、動産債権譲渡特例法11条 2項の規定により、動産譲渡ファイルに

記録されているすべての登記事項を記録した「登記事項証明書」を登記官に請求

することができるが、そもそもこの制度の存在を知らなくては登記官に請求する

はずもない。第三者が金融機関・商社のような担保取引の法制・実状を認識して

いる専門的立場あるものについては、動産譲渡登記を調査せずして、譲渡担保の

存在につき善意で取引行為をしても、目的物に動産譲渡登記がなされていたとき

には、調査をしなかったこと自体に過失が存在しえると言え、第三者の即時取得

を阻止できる可能性があるが、第三者が一般人であった場合、不動産登記のよう

に身近ではない動産譲渡登記の存在をもって、過失を認定するのは甚だ酷なよう
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に思える25）。今後、どの程度、動産登記ファイルが浸透するかにもよるが、およ

そ一般人に広く認知されるまでには至らないだろう。

以上のことから、動産譲渡登記ファイルが登場してもなお、譲渡担保の公示の

問題を完全に是正しているとも言えないし、一般人が不要な紛争に巻き込まれる

危険性は排除しきれていないと言えるから、動産譲渡登記ファイルとは、また別

の公示方法を検討する必要がある。

5　明認方法による対抗力取得

従来の対抗要件である占有改定では何ら外形的変動がないため、公示として極

めて不完全であることは既に述べてきた通りであるが、実際の譲渡担保取引にお

いては、しばしばネームプレートや打刻などを使って公示の補完が試みられてい

る26）。そのようなネームプレートや打刻は、制定法によって、占有改定等に代わ

る公示方法として認められている訳でもない。担保権者が、それらを目的物に施

す意図は、対抗要件を得ようという意思ではなく、そのような公示方法によって

自己の譲渡担保権の存在を明示し、第三者が、担保の目的動産につき即時取得す

るのを予防ないし排除するとともに、設定者側の一般債権者によってその動産が

差し押さえられるのを排除する意図や、自己の優先権に基づく利益を確保するこ

とにあると思われる。実際上も、ネームプレートの取り付けや打刻を施せば、設

定者がそれを取り外すようなことさえしなければ、当該動産について新たな権利

関係に立ち入ろうとする第三者は、目的動産の検分によって、譲渡担保の存在を

知ることができるだろうし、また検分しなかったとしても、過失ありとして、即

時取得は否定されることになるだろう27）。この点においては、一般人に対して過

失を引き起こす効果がない動産譲渡登記ファイルと比べると、目的物に物理的に

施されている以上、専門的立場にある法人だけではなく一般人に対しても効果が

ある点において優れていると言える。

では、このようなネームプレートや打刻を明認方法として認めることはできな

いだろうか。明認方法とは、当該地域において、当該物権変動の存在を公示する

方法として、第三者が容易に認識できるような、慣習法上認められた現実的な支

配移転の表示方法である28）。ネームプレートや打刻が明認方法として認められる

か否かを考える時、問題となるのは、慣習法上認められているか否かであろう。

社会的に通用している慣行が慣行法として認められる要件は、①社会慣習が存

在すること、②慣習につき法的確信の存すること、③その内容が公序良俗に反し
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ないこと、④法令で認められているか法令に規定のない事項に関すること、であ

る29）。ネームプレートや打刻の問題を考えるにつき、課題となるのは①、②だ。

目的物にネームプレートや打刻を施すことが社会習慣と言えるほど、一般的に普

及した方法であるかは、やや疑問がある。ネームプレートや打刻といった公示方

法は、債務者の信用不安を惹起する危険性もあり、あまり好まれない。実際、こ

の問題に対処するために、動産債権譲渡特例法が生まれたのも事実である30）。し

かし、確かに通常は、債務者が担保の目的物を供する場合、価値の安定した不動

産から供すると考えられるので、動産を担保に供していることが公示されれば相

当の経営不振を想起させられるかもしれないが、担保の利用自体は企業活動には

つきものであるから、ネームプレートや打刻が信用不安を極めて大きく惹起する

ものでもないのではないかと思う。また、担保権者からしても、債務者の信用不

安を惹起することによって、債務者の営業活動に支障をきたし、もって自らの債

権回収が満足にできなくなることを恐れる可能性もあるが、自己の債権の満足を

得るためには担保権の確保が必要であり、なおさらネームプレートや打刻といっ

た公示を備える必要があるだろう。以上のことを考慮すると、特にネームプレー

トや打刻の利用が回避される理由はない。そこで、判例で突破口を開くことで、

これらの公示方法を普及させる、という案31）もある。現在認められている立木

の明認方法も、もともと木の皮を削って氏名を墨書する慣行があった訳ではなく、

判例が明認方法として認めたので、実務も利用度を高めたといわれている32）。ま

た、譲渡担保権者となっている者のほとんどは、自己の利益・不利益に対しては

非常に敏感で、利潤追求をめぐる環境に何らかの変化が生じた場合には、短期間

のうちに新しい環境に順応するだろう33）。

では、ネームプレートと打刻では、どちらがより明認方法としてふさわしいの

だろうか。打刻は、目的物に直接文字を彫るため、容易に書き換えられたり、消

されたりすることもない。この点については、取り外しが可能であるネームプ

レートと比べ公示機能に優れているようにも思える。しかし、その書き換えや抹

消の困難性は、弁済や競落された時に問題となるし、そもそも打刻によって大き

く目的物の担保価値を下げてしまう危険性が高い。また、公示機能を備えさせる

以上、それなりの文字数を彫らなくてはならないため技術的な問題もあるし、目

的物の性質によっては打刻を許さないものも数多く存在する34）。それらの点を考

慮すると、打刻よりもネームプレートの方が優れているだろう。

では、ネームプレートは具体的にどのように施されるべきであろうか。まず、
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公示機能を十分に果たさせるために、ある程度、第三者から認識できる場所・大

きさを選択しなければならない。担保権者の会社名、所在地、電話番号等を表示

した金属製のネームプレートが主要部分（ボディー）に施されている目的物を譲

り受けた第三者に裁判所が過失を認めなかった事案35）では、ネームプレートの

大きさは縦 4センチメートル、横16センチメートルであった。裁判所は、ネーム

プレートの形状からみて、譲渡人がその処分権を有しないことを当然に推認せし

めるに足るものとは言えない、と判断したのみで、譲受人に調査義務を課さな

かった理由を詳細に述べてはいないが、おそらく目的物に対してプレートが小さ

く公示機能が弱かったからだろう。第三者が目的物の取引に関与しようとした際、

入念なチェックを要せずとも、目的物を現品検分すれば容易にプレートの存在を

認めることができる程度には、目立つ場所にそれなりの大きさで公示をしておく

必要がある。また、ネームプレートの記載内容であるが、限られた面積でどのよ

うな事項を盛り込むかも問題になると思われる36）。しかし、プレート自体に記載

する事項は、①当該動産が動産の譲渡担保の目的にされている旨の記載、②担保

権者の住所・指名・連絡先、③ネームプレートを設置した日時の 3つがあれば十

分なように思える。①がなければ何のためにネームプレートが施されているか第

三者にはわからないし、③がなければ、対抗要件取得時期を通謀により恣意的に

操作され、第三者を不当に害す可能性があるから、ネームプレートに明記してお

く必要があるが、その他の、被担保債権額、特約等は、②の担保権者の連絡先を

知ることによって容易に調査ができるし、現代においてはインターネットのアド

レスや QRコードを併記しておくことによって、直接担保権者に問い合わさなく

ても、それらの情報を入手するように図らうことは十分可能だろう。動産債権譲

渡特例法も取引法制度における電子化・IT化を前提に創設されたものであるか

ら、ネームプレートにおいても、そのような電子化・IT化を図っても特別不都

合はないはずである。

以上のように、明認方法としてネームプレート設置を認める有用性は認められ

るが、一方で、先述したように、ネームプレートにおいては容易に取り外される

という弱点や、流動性を前提にする集合動産譲渡担保に関しては、目的物にネー

ムプレートを施すことは困難であるという問題点も存在するため、公示機能にお

いて、なお検討しなくてはならない問題もある。
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6　占有改定、動産譲渡登記、ネームプレート設置の関係性

従来の判例・通説で認められた対抗要件である占有改定、新しく立法化された

動産譲渡登記、またそれらに加え、明認方法として認められる余地があるネーム

プレート設置をそれぞれ検討してきたが、この 3つの対抗要件の関係性はどのよ

うになるのか。

私見では、占有改定による対抗要件取得は認めず、動産譲渡登記とネームプ

レート設置のみで対抗要件を具備させるべきだと考える。公的機関が管理すると

いう登記制度の公示機能の安定力に、一定の権利の現状を公示することができ一

般人にも過失を惹起することができるというネームプレート設置の長所が組み合

わされば、譲渡担保の公示不完全の問題はかなり解決されるように思う。した

がって、譲渡担保権者は動産譲渡登記とネームプレートの双方を備えることを推

奨されるが、どちらか一方だけでも対抗要件は具備でき、双方の関係は、例えば、

動産譲渡登記は先行するネームプレート設置に優越することができるといった強

弱はなく、同等の関係であるべきだと考える。

しかし、そのような占有改定を対抗要件具備の手段として除外するといった抜

本的な政策は現実的でないように思えるため、ネームプレート設置が明認方法と

して認められた場合は、 3つの対抗要件具備の方法が並立することになるだろう。

そこで、この三者の関係が問題となるが、現行の動産債権譲渡特例法によって、

動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記は民法178条の引渡しの効果と同じだと規定

されている以上、ネームプレート設置も民法178条の引渡しと同じ効果であると

考えるべきである。

現段階では占有改定という公示のない対抗要件は残存する結果となるのはやむ

を得ないが、動産譲渡登記ファイルとネームプレート設置が普及することによっ

て、現行の譲渡担保に関する法制度が次第に変化していくことも十分考えられる。

Ⅳ　無権利者が動産譲渡担保を設定した場合における担保権者の保護

では、次に、無権利者から譲渡担保権設定契約を受けた者の保護はいかにして

図られるだろうか。通常の動産譲渡担保の担保権者は、自己の担保権の存在を公

示し、第三者による即時取得をいかにして防ぐかが問題となったが、無権利の設

定者から設定を受けた担保権者は、それとは打って変わり、今度は担保権者自身



61

が担保権を取得できるかどうかが問題となる。取引行為によって無権利者から動

産を譲渡された者は民法192条の即時取得によって物権を原始取得するため、こ

の場合の担保権者も即時取得によって担保物権を原始取得することはできないだ

ろうか。

そこで、無権利の設定者から譲渡担保の設定を受けた担保権者の取引安全を図

るために、担保権者はいかなる場合に担保物権の即時取得が成立するかを考察す

る。

1　動産譲渡担保における占有改定による即時取得

即時取得とは、動産の占有に対して公信力を認めて、前主の占有に対する信頼

を保護し、善意・無過失で取引した者に権利取得させる制度である。即時取得制

度は、民法典においては、占有権の効力として規定されているが、今日では、取

引安全に奉仕する制度であると考えられている37）。

即時取得の要件は、①動産であること、②取引行為によって占有を承継するこ

と、③動産を処分する権限のない者から占有を承継したこと、④平穏、公然、善

意、無過失であること、⑤相手方の占有を信頼して、みずからもまた占有を所得

したこと、の 5つである38）。

動産譲渡担保の場合、先述の通り、目的物の引渡しは占有改定でなされるため、

5つの要件の内、⑤の要件を満たすか、つまり、占有改定は民法192条の「占有

を始めた（以下、占有開始とする）」にあたるのかが問題となる。現実の占有をし

ない占有改定は民法192条の「占有開始」としていいのだろうか。

この点、最高裁判所39）は、「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、

譲渡人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の

占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般

外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らない

ものといわなければならない。（下線は筆者が引いた。）」と判示し、占有改定によ

る即時取得の成立を否定する、いわゆる否定説の立場をとった。その背景には、

真の権利者が目的物につき支配を失ったとはいえないにも関わらず、その権利を

くつがえして譲受人を保護するには値しない、という利益判断があるものと思わ

れる。否定説では、真の権利者の権利喪失が正当化されるためには、譲受人が善

意無過失で取引を行い、かつ、現実の引渡しを受けなくてはならない40）。

譲渡担保においてもこの否定説に従うべきだという主張41）もあるが、否定説
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の立場からでは、譲渡担保において、担保権者は目的物の現実の引渡しを受ける

時、つまり、担保権を実行する時まで担保物権を即時取得することができないこ

とになる。したがって、契約時には善意無過失であっても、担保権実行時に悪意

有過失になってしまっていれば即時取得が成立しなくなってしまう訳であるが、

中長期間契約関係が続くことが前提である譲渡担保設定契約は、売買契約などと

比べ、目的物の現実の引渡しを受けるまでに悪意有過失になってしまう可能性が

高い。これでは、担保権者を甚だ害し、譲渡担保の利用が妨げられてしまうだろ

う42）。

では、占有改定による即時取得を認める肯定説を動産譲渡担保の場合に限り、

採用することはできるだろうか。肯定説は、即時取得制度を前主の占有を善意無

過失で信頼した者を保護する公信の原則と読み替える以上、占有改定であっても

譲受人が善意無過失で相手方の処分権限を信頼して「取引行為」をすれば、譲受

人に即時取得が認められる43）。一見すると、最高裁判所の判断と真っ向から対立

するようにも思えるが、上記に引用した判決文では「民法192条によりその所有

権を取得しうるためには（下線部は筆者による。）」とされているため、この判決

の射程が担保物権にまで及んでいると必ずしも言えない。また、設定者が動産譲

渡担保という手段を選択したのであるから、そこから生ずる不利益は甘受しなく

てはならないという主張も考えられるが、先述のように、質権では担保の目的物

とすることができない場合があるうえに、かつてのように目的物の「丸取り」が

できないので、動産譲渡担保という担保方法を選択したことを理由に、占有改定

を「占有開始」と認めないことによる不利益を担保権者に押し付けることは妥当

ではない。むしろ、動産譲渡担保の社会的需要に応えるためには、担保権者の地

位を安定させなければならない。この点、確かに動産譲渡担保において肯定説の

立場に立てば、善意無過失で譲渡担保設定契約を締結した担保権者は、目的物の

引渡しを占有改定で受けた時点で即時取得が成立するので、担保権者の保護が図

れる。しかし、肯定説では、設定者から目的物を引き取った真の権利者が、自ら

のもとに目的物があるにも関わらず、担保権者の即時取得成立によって、担保権

者からの目的物の返還請求を拒めなくなってしまうなど常識的法感情に矛盾する

大きな欠点が存在する44）ことも看過できない。動産譲渡担保においても肯定説

の立場をとることは難しいだろう。

このような否定説、肯定説それぞれへの批判を受けて、占有改定によって即時

取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その権利取得は確定的ではなく、後
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に現実の引渡しを受けることによって、その時に悪意であっても確定的に権利取

得する、という折衷説45）も有力に主張されている。確かに、折衷説では、実行

時には悪意になっていたとしても、契約締結時に善意無過失であれば担保物権を

即時取得できる点で設定者の保護に資する。しかし、この担保物権の即時取得は

不完全なもので、確定的な権利を得るためには担保権を実行し、真の権利者より

も先に現実の引渡しを受けなくてはならない。これでは、動産譲渡担保における

担保権者の取引安全を必ずしも保護したことにはならない。

2　動産譲渡担保における動産譲渡登記による即時取得

では、現実の引渡しを受けていない担保権者に担保物権の即時取得を認めるこ

とはできないだろうか。

民法192条における「占有開始」とは「一般外観上従来の占有状態に変更を生

ずるがごとき占有を取得すること」と最高裁判所が判断し、この占有を取得すれ

ば、所有権を取得するとした。物に全面的かつ排他的な支配を及ぼすことのでき

る権利46）である所有権を取得することができるのであるから、被担保債権の満

足のために目的物の価値支配をする担保物権も当然に、この占有を取得すれば即

時取得が認められるだろう。

では、「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有」とはいかな

る占有を指すのだろうか。そもそも民法192条は、真の権利者の私的利益と新た

な占有者の私的利益との単純な衡量問題ではなく、あくまでも取引安全保護の必

要度と真の権利者に既得権保護の必要度との衡量が問題としている。すなわち、

民法192条は、新たな占有者に権利を取得させることで、後続の取引を安定化さ

せ、一般取引の安全を図るという公益保護をも目的にしている。だからこそ、真

の権利者の失権という重大な犠牲と引き換えに即時取得者に権利を取得させるこ

とも許されるのである。そうすると、即時取得者が備えるべき「占有開始」の要

件は、即時取得者自身が取引により得た動産上の権利の帰属を対外的に主張する

ために必要なことを行ったうえで、さらに自らが権利者であると推認させるに足

る確立された支配の外観を後続の一般的な取引関与者との関係において備えてい

ること、ということになる47）。

では、担保権者が動産譲渡登記ファイルの登記を具備した場合、動産譲渡登記

ファイルへの登記を「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を

取得すること」とし、即時取得の成立を認めることは可能であろうか。動産譲渡
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登記を「占有開始」とすることができるのであれば、担保権者は契約締結時に動

産譲渡登記をすれば担保物権を即時取得することになり、担保権者の取引安全を

保護することができるように思われる。

まず、動産譲渡登記ファイルへの登記が占有にあたるかが問題となる。そもそ

も占有とは、ある物を支配する客観的な事実状態48）をいい、占有の要件は、①

社会観念上、その物がその人の事実的支配に属すると認められる客観的関係にあ

ること（物の所持）、②所持による事実上の利益を自己に帰せしめようとする意思

があること（自己のためにする意思）、である49）。法文上、必ずしも明らかにされ

ていないが、動産譲渡登記で引渡しが擬制されるのは、対抗問題の処理における

限りにおいてであって、登記名義人が動産の占有を取得したものとして扱う趣旨

ではない、との主張50）もある。確かに、動産譲渡登記をしただけで占有訴権や

取得時効を認めることにはやや違和感がある。しかし、占有改定の不完全な公示

機能を補うために生み出された動産譲渡登記ファイルへの登記では占有を認めら

れないとすることは、占有を認める占有改定と比べて整合性がつかないし、当事

者の意思表示だけで占有改定を行った後に動産譲渡登記ファイルへの登記をした

場合は、担保権者は占有権と対抗要件を取得できるのであるから、動産譲渡登記

による占有を認めることによる不都合も特にないだろう。

では、動産譲渡登記が占有として認められるとして、その占有が民法192条の

「占有開始」要件、つまり「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき

占有」であると認められるか。この点、民法178条の引渡しがあったとみなされ

公示性のある動産譲渡登記が備われば、民法192条の「占有開始」要件を充たす

という主張51）もある。しかし、先述したように動産譲渡登記ファイルの存在は

一般人には馴染みがないため、一般人が動産譲渡登記ファイルを確認し、譲渡が

あった事実を認識することまでは期待できない。つまり、目的物の現実の占有が

設定者にある以上、設定者を権利者だと信じて取引に入る一般人の出現は避けら

れないのである。したがって、担保権者が動産譲渡登記をしたとしても、自らが

権利者であると推認させるに足る確立された支配の外観を後続の一般的な取引関

与者との関係において備えたことにはならず、即時取得により担保物権を取得し

たとすることはできない。

3　動産譲渡担保におけるネームプレート設置による即時取得

では、次に、担保権者がネームプレートを目的物に施すことを「一般外観上従
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来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得すること」とし、即時取得の成

立を認めることは可能であろうか。

動産譲渡担保の目的物に担保権者がステッカーを貼ったが、担保権者の即時取

得が認められなかった事案52）では、裁判所は、目的物に担保権者の所有に帰し

たことを示すステッカーを添付したことは本件の譲渡担保について明認方法を講

じたものであり、占有改定による占有取得をしたという事実そのものを左右する

ものではなく、占有取得の方法が占有改定によるときには、民法192条の即時取

得の適用はないと解されることからすれば、担保権者が、即時取得の成立に必要

な占有の取得をしたものということもできない、と判示した。これは、ネームプ

レートでも同様であり、ネームプレートを施しても占有取得の態様は、あくまで

占有改定であり、即時取得の成立は否定されてしまうのであろうか。

これに対して、公示性が備わった占有改定による即時取得は認めるべきとの主

張53）は、ネームプレート設置による「占有開始」要件充足の可能性を示唆して

いる。この主張では、占有改定に一定の公示性が要求されれば、善意無過失の第

三者が登場すること自体が少なくなるうえに、差押債権者を害する事態や譲渡担

保の場合の順位関係の逆転も生じにくくなり、現実の引渡しに近い公示性と支配

性を帯びるため、占有改定による即時取得を認めてもよい、とする。先述したよ

うに、ネームプレートは公示性に優れており、ネームプレート設置を明認方法と

して認め、ネームプレート設置を対抗要件とすることも十分可能である。この主

張では、一定の公示性を備えた占有改定のみが178条の引渡しと認められ、占有

改定を「占有開始」として認めることとしているが、ネームプレート設置が対抗

要件と認められれば、あえて民法が規定する 4つの引渡し方法のうちの占有改定

による占有取得にこだわる必要はなく、動産譲渡登記の場合と同様、ネームプ

レートの設置自体を占有とみなし、ネームプレート設置を民法192条の「占有開

始」とすることも可能であると思われる。

公示性に優れたネームプレート設置という態様で占有取得をした場合は、ス

テッカーの場合のように、あくまでも占有改定という公示機能を有していない占

有取得方法がなされたということはなく、否定説をとる判例の立場を理由に現実

の引渡しを受けていない担保権者の即時取得を否定する考え方から脱却できる。

また、指図による占有移転において目的物にシールを貼付したことをもって、

「一般外観上従来の占有状態に変更が生じるがごとき占有」を取得したか否かを

争った事案54）においては、裁判所は、「本件物件には被告のためにシールを貼付
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してあることが認められるが、シールの貼付が一般的に認知された権利の表示の

方法とは認められないうえ、上記の通りシールを貼付した後に他社のシールが貼

付されていることに照らすと、表示の方法としても不十分なものであることから

すると、シールに原告ないし被告の所有を示す記載があったとしても、シールを

貼付したことから、直ちに外形上所有関係や占有状態に変更が生じたことが認識

可能になったとは言えず、シールの貼付をもって、こうしたことが外部から認識

することを可能にしたと認めることはできない。」と判示し、即時取得成立を否

定した。この事案におけるシールの問題点は、シールの貼付が一般的に認知され

た権利の表示の方法とは認められないことと、権利の表示方法としても不十分な

ものであることの 2点であるが、ネームプレートはこの問題は克服しているだろ

うか。

まず、一般的に認知された権利の表示の方法かどうかに関しては、ネームプ

レート設置を明認方法として対抗要件と認めるのであれば、一般的に認知された

権利の表示方法として十分に認められるので問題ないだろう。しかし、権利の表

示方法としても十分なものであるかどうかに関しては、やや問題も残る。この事

案においては施したシールの上に別のシールが重ねて貼られていたこともあり、

権利の表示方法として不十分だとされたが、ネームプレートにおいては、重ねて

ネームプレートが施されることはないだろう。しかし、公示方法におけるネーム

プレートの最大の弱点であったようにネームプレートは取り外しがなされる危険

がある。実際には、ネームプレートが目的物に施された場合に、設定者によって

それが取り外される例はそれほど多くないであろうとも言われている55）が、設

定者がネームプレートの信用不安の惹起を心配したり、目的物の処分をしようと

したりする際には、ネームプレートが取り外されてしまうことは容易に考えられ

るから、ネームプレートが、権利の表示方法と断言してしまうことはできないよ

うに思われる。権利の表示方法として十分でなければ、自らが権利者であると推

認させるに足る確立された支配の外観を後続の一般的な取引関与者との関係にお

いて備えたとは言えないだろう。しかし、ネームプレートの公示機能を認め対抗

要件とするのであれば、即時取得の「占有開始」要件に限って、ネームプレート

の取り外される危険性を理由に「一般外観上従来の占有状態に変更が生じるがご

とき占有」にあたらないと判断するべきではない。取り外される危険性をことさ

ら考慮しなければ、ネームプレートは、動産譲渡登記ファイルと違い、現品検分

をすれば一般人であっても容易にその存在を確認できるので、設定者を権利者だ
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と無過失で信じ取引をする第三者の出現を防ぐ効果は大いに期待できる。また、

冒頭から繰り返し述べてきたように、譲渡担保権者の取引安全の保護が社会的に

要請されるが、現在においては無権利者の設定者から動産譲渡担保の設定を受け

た担保権者を保護する有効な手段がない。したがって、担保権者を保護する手段

が新たに必要であり、それこそがネームプレートの設置であると考える。占有改

定ではなくネームプレートを施すことによって対抗要件と占有を取得した担保権

者は、担保権者として自己の権利を保全するためになすべきことはしたのであり、

このような担保権者が期待してしかるべき取引安全の保護は実現しなくてはなら

ない。

以上のことから、ネームプレートを施すことは、即時取得者自身が取引により

得た動産上の権利の帰属を対外的に主張するために必要なことを行ったうえで、

さらに自らが権利者であると推認させるに足る確立された支配の外観を後続の一

般的な取引関与者との関係において備えることにあたり、無権利の設定者から担

保権者が譲渡担保の設定を受けた上で目的物にネームプレートを施した時点で、

担保権者は担保物権を即時取得する。真の権利者は、担保権者のネームプレート

による即時取得を防ぐためには、自らもまた、動産を寄託する際などは、ネーム

プレートを設置して担保権者の悪意有過失を誘発させる必要があるだろう。

Ⅴ　二重に動産譲渡担保が設定された場合における担保権者の保護

既に、設定者が無権利者であった場合の担保権者の保護については検討したが、

その検討は目的物に真の権利者がいること、つまり、真の権利者が設定者に目的

物を賃貸、管理の委託をすることによって設定者が表見所有者になっていること

が前提であった。しかし、実際は、「即時取得と占有改定」の問題が生じる事案は、

動産譲渡担保の二重設定がなされたことによる場合が多い56）。

そこで、最後に、設定者により二重に動産譲渡担保が設定された場合の担保権

者の保護について考える。以下では、先に担保権設定をした担保権者を担保権者

A、後れて担保権設定をした担保権者を担保権者 Bとする。

1　後れて担保権設定をした担保権者の保護

便宜上、担保権者 Bの保護から検討する。まず、後れて契約を締結した担保

権者 Bは、そもそも後順位の譲渡担保権を取得できるのだろうか。この点に関
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しては、譲渡担保の法的構成によって説明の仕方が異なる。所有権的構成では、

譲渡担保の多重的設定・存在ということは理論的にあり得ないから、担保権者 B

は即時取得の要件を満たす場合にのみ自己の担保権取得を主張できる57）とも考

えられるが、実質的には担保権に過ぎない譲渡担保権としての所有権は複数の設

定が可能である58）。判例59）も、集合動産譲渡担保の事案において、所有権的構成

ながら後順位譲渡担保の可能性を認めている。一方、担保権的構成では、担保権

の設定であるから、多重的な担保権の設定は理論的にあり得る60）。

いずれの法的構成によっても、担保権者 Bは後順位譲渡担保権の取得は認め

られそうであるが、担保権者 Aの担保権の存在につき善意無過失であった場合、

担保権者 Bは先順位の担保権を即時取得することはできないだろうか。先述し

た通り、無権利の設定者から動産譲渡担保の設定を受けた担保権者は、ネームプ

レートの設置によって担保権を即時取得する余地がある。そうであるならば、動

産譲渡担保の二重設定においても、担保権者 Bがネームプレートを目的物に設

置した場合、先順位譲渡担保権を即時取得し、担保権者 Aの有していた担保権

は反射的に後順位譲渡担保権となるだろう。担保権者Bに悪意や過失が認められ、

即時取得が成立しなかった場合は、担保権者 Bは後順位譲渡担保権を取得する。

2　先に担保権設定をした担保権者の保護

では次に、先に担保権設定をした担保権者 Aの保護について考える。先述し

たように、担保権者 Aは、担保権者 Bに先順位の譲渡担保権を即時取得されて

しまう危険がある。この危険を回避するためにも、担保権者 Aは動産譲渡登記

ファイルやネームプレートによって、自己の担保権の存在を公示しなくてはなら

ない。このような公示を怠り、占有改定のみで対抗要件を取得した場合は、善意

無過失の担保権者 Bが出現してしまうことはやむを得ないし、担保権者 Bによっ

て、自己の先順位譲渡担保権者の地位が脅かされることになっても仕方がないと

いうべきである。

Ⅵ　おわりに

動産譲渡担保は我が国の経済を支える重要な法的手段であるにも関わらず、動

産譲渡担保権者の地位は不安定な状態にある。また、その性質上、権利の実体と

公示の不一致を生じてしまうことが多い。これらが動産譲渡担保における最大の



69

弱点であり、この弱点をどうにかして克服する方法はないのだろうか、という疑

問意識が、本稿を執筆するにあたっての出発点となった。本稿では、その解決の

手段として、近年新たに誕生した動産譲渡登記ファイルや、実際の取引で利用さ

れているネームプレートでの解決を考察し、ネームプレートの効果に関しては、

対抗要件としての機能からも更に一歩進み、即時取得を成立させる占有としての

機能も認められるのではないかと考えた。しかし、目的物にネームプレートが施

されたところで、設定者のもとに目的物がある以上、真の権利者の間接支配はい

まだに及んでいるとすれば担保権者の支配が確立されたと言えるのかという批判

も考えられるし、また、ネームプレートが取り外された目的物の現実の引渡しを

受けた真の権利者は、担保物権の即時取得をした担保権者の返還請求に対して拒

むことができないが、これは常識的法感情に矛盾するのではないかという肯定説

への批判がそのまま妥当してしまう。また、本稿では、特定動産のみを前提とし

て考察してきたが、ネームプレートを設置することが困難な集合動産については、

いかなる解決をするべきなのかも検討しなくてはならない。動産譲渡担保の公示

方法や即時取得については、従来活発に議論される分野ではなかったが、先述の

通り、動産譲渡担保、延いては、動産取引全体の取引安全を図るために避けて通

れる議論ではないだろう。今後の判例や学説の動向に注目したい。
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