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I. 抵当権の処分 

 抵当権者が被担保債権を譲渡すると，抵当権も譲受人に移転する（随伴性）。しかし，

民法は，資金調達の便宜のため，被担保債権と切り離して抵当権自体を処分することも認

めている。その制度が，転抵当，抵当権の譲渡・放棄，抵当権の順位の譲渡・放棄（376
条），抵当権の順位の変更（374条）である。 

1. 転抵当 
 ＢはＡから1000万円借り受け，債権者Ａのため，Ｂ所有の土地に抵当権を設定した。

その後，Ｃから 1200 万円借り受けたＡは，当該抵当権を自己の債務の担保とすること

ができる。 
 転抵当とは，抵当権者がその抵当権を他の債権の担保とすることをいう（376条１項）。 
転抵当権は，原抵当権者（Ａ）と転抵当権者（Ｃ）との合意で設定でき，原抵当権設定

者（Ｂ）や後順位抵当権者の承諾は不要である。 
 転抵当権者（Ｃ）は，原抵当権の被担保債権（1000万円）の範囲内で優先弁済を受け

ることができるが，原抵当権設定者（Ｂ）の利益を保護するため，転抵当権を実行する

には，転抵当権の被担保債権の弁済期の到来だけでなく，原抵当権の被担保債権の弁済

期の到来も必要である。 

2. 抵当権の譲渡・放棄および抵当権の順位の譲渡・放棄 
 抵当権者は，同一債務者に対する他の債権者の利益のため，その抵当権またはその順

位を譲渡または放棄できる（376条１項）。これらは，処分者（当該抵当権者）と受益者（他

の債権者）の合意だけでできる。 
 「抵当権」の譲渡・放棄は，一般債権者を受益者とするのに対し，「抵当権の順位」の譲渡・

放棄は，後順位抵当権者を受益者とする。 
 「譲渡」とは，処分者の有する優先弁済権を受益者に取得させることであり，「放棄」とは，

処分者の有する優先弁済権を受益者との関係では主張しないことである。 
 

処分の種類 受益者 効果 

抵当権の譲渡 
一般債権者 

処分者に優先 

抵当権の放棄 処分者と同位 

抵当権の順位の譲渡 
後順位抵当権者 

処分者に優先 

抵当権の順位の放棄 処分者と同位 
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【基本となる事例】 

 以下では，次の具体例を基本となる事例として，各処分を説明する。 
 債務者Ｘに対して，１番抵当権者Ａ（被担保債権額 300 万円），２番抵当権者Ｂ（同

450 万円），および一般債権者Ｃ（債権額 200 万円）がおり，抵当不動産の価額が 500
万円とする。 
１ 抵当権の譲渡 
【事例1】 

【基本となる事例】で１番抵当権者Ａが一般債権者Ｃに対して抵当権の譲渡を行った。 
 抵当権の譲渡があった場合，配当の計算方法は次のとおりである。 
⑴ まず，譲渡がなかった場合の各自の配当を計算する。 
 Ａ：300万円，Ｂ：200万円，Ｃ：0円 
⑵ 処分者Ａ・受益者Ｃの⑴の配当の合計額（300 万円＋0 円＝300 万円）から，まず

受益者に配当し，残りを処分者に配当する。 
①Ｃ：200万円，②Ａ：100万円 
⑶ 処分者・受益者以外の者の配当に影響はない（Ｂの配当は 200 万円のまま）から，

他の権利者の同意は不要である。 
 

 債権額 譲渡前 譲渡後 

一番抵当権者 
Ａ 300万円 300万円 100万円 

二番抵当権者 
Ｂ 450万円 200万円 200万円 

一般債権者 
Ｃ 200万円 0円 200万円 

 

① 

② 
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２ 抵当権の放棄 
【事例2】 

【基本となる事例】で１番抵当権者Ａが一般債権者Ｃに対して抵当権の放棄を行った。 
 抵当権の放棄があった場合，配当の計算方法は次のとおりである。 
⑴ まず，放棄がなかった場合の各自の配当を計算する。 
Ａ：300万円，Ｂ：200万円，Ｃ：0円 
⑵ 処分者Ａ・受益者Ｃの(ⅰ)の配当の合計額（300万円＋0円＝300万円）から，処分

者・受益者の被担保債権額の割合（300万円：200万円＝3：2）で平等に配当する。 
Ａ：300万円×3/5＝180万円，Ｃ：300万円×2/5＝120万円 
⑶ この場合も，処分者・受益者以外の者の配当に影響はない（Ｂの配当は200万円の

まま）から，他の権利者の同意は不要である。 
 

 債権額 放棄前 放棄後 

一番抵当権者 
Ａ 300万円 300万円 180万円 

二番抵当権者 
Ｂ 450万円 200万円 200万円 

一般債権者 
Ｃ 200万円 0円 120万円 

 
 

2/5 

3/5 
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３ 抵当権の順位の譲渡 
【事例3】 

【基本となる事例】で１番抵当権者Ａが２番抵当者Ｂに対して抵当権の順位の譲渡を行

った。 
 配当の計算方法は，抵当権の譲渡の場合と同様である。 
⑴まず，譲渡がなかった場合の各自の配当を計算する。 
Ａ：300万円，Ｂ：200万円，Ｃ：0円 
⑵ 処分者Ａ・受益者Ｂの⑴の配当の合計額（300 万円＋200 万円＝500 万円）から，

まず受益者に配当し，残りを処分者に配当する。 
①Ｂ：450万円，②Ａ：50万円 
⑶ この場合も，処分者・受益者以外の者の配当に影響はない（Ｃの配当は0円のまま）

から，他の権利者の同意は不要である。 
 

 債権額 譲渡前 譲渡後 

一番抵当権者 
Ａ 300万円  300万円 50万円 

二番抵当権者 
Ｂ 450万円  200万円 450万円 

一般債権者 
Ｃ 200万円 0円 0万円 

 

① 

 

② 
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４ 抵当権の順位の放棄 
【事例4】 

【基本となる事例】で１番抵当権者Ａが２番抵当者Ｂに対して抵当権の順位の放棄を行

った。 
 配当の計算方法は，抵当権の放棄の場合と同様である。 
⑴ 放棄がなかった場合の各自の配当を計算する。 
Ａ：300万円，Ｂ：200万円，Ｃ：0円 
⑵ 処分者Ａ・受益者Ｂの⑴の配当の合計額（300万円＋200万円＝500万円）から，処

分者・受益者の被担保債権額の割合（300万円：450万円＝2：3）で平等に配当する。 
Ａ：500万円×2/5＝200万円，Ｂ：500万円×3/5＝300万円 
⑶ この場合も，処分者・受益者以外の者の配当に影響はない（Ｃの配当は0円のまま）

から，他の権利者の同意は不要である。 
 

 債権額 放棄前 放棄後 

一番抵当権者 
Ａ 300万円  300万円 200万円 

二番抵当権者 
Ｂ 450万円  200万円 300万円 

一般債権者 
Ｃ 200万円 0円 0万円 

 

3/5 

2/5 



「択一民法計算問題を総取り」テキストサンプル 
担当：安田貴行 

 7 

５ 抵当権の順位の変更 
【事例5】 

 債務者Ｘ所有の1000万円の土地に対して，１番抵当権者（Ａ被担保債権額600万円），

２番抵当権者Ｂ（同400万円），３番抵当権者Ｃ（同900万円）がいた。 
 その後，Ａ・Ｂ・Ｃの順位を 
 ① Ｃ・Ｂ・Ａ 
 ② Ａ・Ｃ・Ｂ 
に変更した。 
 抵当権の順位の変更とは，被担保債権より完全に切り離された，順位の絶対的な変更を

いう。 
【事例例 5‐①】の場合，Ｂの順位は第２順位で変わらないが，順位の譲渡と異なり，

順位を絶対的に変更するので，変更前の配当が，Ａに600万円，Ｂに400万円，Ｃに0
円であるのに対し，変更後の配当は，Ｃに 900万円，Ｂに 100万円，Ａに 0円となり，Ｂの配

当額にも影響する。 
 
⑴ 順位の変更によって影響を受ける抵当権者全員の合意が必要である（374 条１項本

文）。 
 【事例5－①】の場合，上記のように，順位が変更しないＢの配当額も影響を受けるの

で，ＡＢＣ全員の合意が必要である。仮に，ＡとＣの被担保債権額が同じでも，弁済期や

他の担保の有無等によりＢに影響しないとはいえないので，Ｂの同意は常に必要である。 
 これに対し，【例5－②】の場合，ＢＣの合意があれば足り，順位の変更によって影響

を受けないＡの同意は不要である。同様に，Ａ・Ｂ・Ｃの順位をＢ・Ａ・Ｃに変更する

場合も，ＣがＡ・Ｂに劣後することに変わりはないので，ＡＢの合意があれば足り，Ｃ

の同意は不要である。 
 
⑵ 利害関係人（順位変更によって影響を受ける抵当権を目的とする転抵当権者など）がい

るときは，その承諾も必要である（同項ただし書）。 
 
⑶ 順位の変更では，登記が効力要件となっている（同条２項）。法律関係の複雑化を

避ける趣旨である。 
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【Output】 

〔司法試験平成29年第15問〕（配点：２） 

 Ａ所有の甲土地には，ＢのＡに対する５００万円の債権を担保するための第一順位の抵当権，Ｃの

Ａに対する１０００万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びＤのＡに対する２０００万円

の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが，ＥのＡに対する２０００万

円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合において，甲土地の競売により２５

００万円が配当されることになったときに関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。なお，各債権者が有する債権の利息及び損害金

並びに執行費用は考慮しないものとする。 
ア.  競売の申立て前にＥの利益のためにＢの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたとき

は，Ｃに１０００万円，Ｄに１０００万円，Ｅに５００万円が配当される。 

イ.  競売の申立て前にＥの利益のためにＢの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたとき

は，Ｂに１００万円，Ｃに１０００万円，Ｄに１０００万円，Ｅに４００万円が配当される。 

ウ.  競売の申立て前にＤの利益のためにＢの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられてい

たときは，Ｃに５００万円，Ｄに２０００万円が配当される。 

エ.  競売の申立て前にＤの利益のためにＢの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられてい

たときは，Ｃに１０００万円，Ｄに１５００万円が配当される。 

オ.  競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてＤの抵当権が第一順位，Ｃの抵当権が第二順位，

Ｂの抵当権が第三順位となったときは，Ｃに１０００万円，Ｄに１５００万円が配当される。 

１．ア イ  ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．ウ オ  ５．エ オ 
 
※ 受験生の正答率はそれほど高くありませんが，客観的な難度は低いと評価できます。

基本的枠組みを押さえていれば，容易に得点できる問題です。 
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