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　私の採択いただいたテーマは、短期賃貸借保護制度の競売市場への影響というテーマです。実社
会対応プログラムの趣旨は、研究者と実務家との協働ですが、この後のパネルディスカッションに
登壇される弁護士の吉田修平先生のほか、金融機関の担保金融に関わる実務家の方々など、競売制
度を直接、運用する多くのユーザーの方々との10年以上にわたる共同研究の成果として、報告させ
ていただきます。

　競売にも様々ありますが、ここでの論点は、担保金融に関する競売です。お金を借りるとき、住
宅ローンが典型ですが、担保なしで借りることは普通ございません。購入した家に抵当権という、
もし不払いになったら、裁判所が関与して当該マンションや土地家屋を強制的に売払われ、代金が
返済に充てられても異存はありません、という前提で、金融機関から借金するわけです。万が一返
せなかったら、強制執行を受けて競売され、第三者の手に渡り、その第三者から購入価額として裁
判所に納付された代金から、債権者、この場合で言えば住宅支援機構や都市銀行などが弁済を受け
る。このメカニズムがあって初めて金融が成り立ちます。ところが、本研究の主題である短期賃貸
借という特殊な権利に対する法的保護をめぐって、健全な住宅金融や担保金融を阻む重大な問題が
あった。このことから、この問題に着目しました。
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※平成25年度実社会対応プログラム採択
　　研究テーマ�「短期賃貸借保護制度撤廃による不動産競売市場・�

規制改革の効果分析」
　　（課題「規制改革の評価分析」）

　2004年、民法の改正により短期賃貸借保護制度撤廃され、住宅金融、担保金融の健全化が
図られた。この法改正は、法学者だけでなく、経済学者や金融機関、弁護士、競売の実務担当
者などの知見も踏まえて政策提案がおこなわれ、そのほとんどが立法に結実したという稀有な
例である。本研究では、その法改正にどのような効果があったのか、改正前後のマンションの
競売物件の落札価額を比較することなどにより検証している。
　現在、研究途中ではあるものの、改正前の理論研究をある程度実証できていることから、こ
の法改正は立法意図を達成している評価できると考えられる。
　今後の研究では、効果検証をさらに進め、より正確な評価をおこなうとともに、米国との制
度比較なども加えて、研究を拡大させていく予定である。このような様々な領域、分野が協働
した学際的な研究が分野を問わず普遍化していくことを期待したい。
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　【図１】の背景にありますように、90年代にバブル経済が崩壊して以降、非常に長期にわたる不
況がありました。この時期、特に顕在化したのが競売問題と言えます。競売市場では、落札価額が
どんどん下落するだけでなく不落も多発しました。物件の購入者がいない、債権回収ができない。
すると、担保金融が成り立たないという、負のスパイラルが起きていた。この原因として、短期賃
貸借保護制度と最低売却価額制度があったのです。
　短賃保護制度は、旧民法395条として、1898年の民法の制定当初からありました。これは、抵当
権に対抗できない借家権でも、３年以内であればその期間内は抵当権に対抗できるというもので、
通常の民法の対抗原則の例外です。マンションも戸建ても、通常、購入者はローンを組んで購入す
る。ローンの際金融機関により抵当権が設定されます。場合によってはこの物件を借家に出すこと
で、借家人が入ることもありますが、通常は抵当権が建築時点で設定されるので、まず先にあり、
その後、借家権が設定される。民法の原則は、先に抵当権がついていたのなら、抵当権が実行され
たときに借家権は抵当権に対抗できず、権利が消滅するのが本来の原則ですが、これをわざわざ一
定期間内についてひっくり返したのが395条です。
　これはなぜか。制定時の立法者の説明によれば、不動産の有効利用の促進だと言われています。
すなわち、抵当権が万一、デフォルトが起きて実行されてしまったときに、借家権が直ちに吹き飛
んでしまうと、不安定が怖くて借りる人が出てこなくなるのではないか。すると、不動産の金融の
制度はともかくとして、不動産利用が抑制されるのではないか、だから一定期間の利用の安定を図
るべきだ、という、いわば百年以上も前の発想としては斬新に見える土地の有効利用という立法意
図が、この条文の背景にあったわけです。
　この立法趣旨自体は合理的でありまして、抵当権が実行されたとしても、利用権を一定期間残す
ことで、健全な土地利用を促進しようという誠にもっともな趣旨だったわけですが、実際には、制
定直後から、この制度のユーザーの多くは反社会勢力や暴力団であったということが、指摘され始

【図１】
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めています。制度存続期間を通じて、この制度の最大の受益者はこうした反社会集団であったとす
ら言われています。どんな占有にも合法的な装いを与え、意図とは逆にむしろ非有効利用を存続さ
せ、反社会集団の資金源を増大させたという実態があったのです。
　宮部みゆきさんの直木賞小説に『理由』という作品があります。この作品は、まさに短賃小説で
ありまして、愚直な中年男性が格安だと思って競売物件を買い受けるのですが、この短賃保護制度
を悪用して、反社会集団がその物件に入り込んでいて、借家人たる偽装家族は実は雇われた占有屋
だったわけですが、たまたまこの占有屋全員が殺人事件で死亡し、主人公は犯人と疑われて人生を
棒に振るという、法的にも精密な小説です。この小説に書かれたとおりか、あるいは、もっとひど
いことすら起きていたと言われています。
　もう一つ、最低売却価額制度という仕組みがあります。今でもこれは形だけ残っていますが、売
却するときに、一定の価額以上でなければ落札を有効としないというルールが民事執行法にありま
す。なぜならば、あまりに不測の安値で落札させてしまうと、債権者が保護されなくなるではない
か。債権回収が十分できなくなる。場合により債務者の保護にも欠けることになる。だから一定価
額以上でなければ競売を成立させないとして、不動産鑑定評価などで最低売却水準を定め、それ以
下での入札は無効とする扱いをしてきたわけです。現実には、反社会集団は、この制度をうまく活
用して、入札予定者を威嚇するなどによってわざと落とさせないようにすることが容易にできた。
この短賃保護と、最低売却価額があいまって、容易に執行妨害が実現できたのです。
　抵当権制度は、先ほど申し上げましたように、債権者が債務者にお金を貸し付け、不動産に抵当
権を設定し、万が一の時は抵当権の付いた不動産を競売で売却して、その売却代金から弁済を受け
るというものです。しかし、短賃制度はこの動きを大きく阻害してきたのが実態です【図２】。
　短賃保護の悪用のパターンには、２つあります。一つは、売却された後に短賃保護を悪用して買
受人から不法な利益を収受する。宮部さんの小説が、このパターン１【図３】です。うっかり安い

【図２】
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と思って買ったら、とんでもない目に遭ったのが主人公です。債務不履行を起こした債務者は、普
通は抵当不動産を失って終わりのはずですが、むしろ不当な利益を得て債務者が得をするのです。
　実際にデフォルトが起こると、債権者はこの抵当不動産を売却しようとするわけですが、これを
嗅ぎ付けた反社会集団は、債務者に対して、「この不動産を失って無一文になるぐらいなら、もう
け話に一枚かませてあげましょう」と、誘いをかける。占有屋という、反社会集団に雇われた偽装
借家人を反社会集団が雇い入れます。その人たちに債務者との賃貸借契約を結ばせて、抵当権が設
定された不動産に、正当な借家人のふりをして住まわせる手口が一般的でした。『理由』の主人公
のように誰か買受人が現れると、買受人は、借家人に対して、「私は落札者だから、正当な権限を持っ
ているので、出ていってください」と、本来は正当に明け渡しを求める権限があります。ただし、
「短期賃貸借保護があるので、元の設定期日から３年間以内の契約期限内は居させてあげます。た
だし、法的な期限が終了した後は、借家権は消滅し、借家人は占有権限を失うので退去してくださ
い」として、きれいな所有権が買受人に移るのが建前だったわけです。
　ところが実際には、反社会集団は、占有屋が演じる正当な賃借権があるとして法的に保護されて
いることをフルに活用して居座らせます。借家人が言を左右にして、３年間の期限が切れた後も不
法利益を得るまでは出ていかないことが頻発しました。占有屋は、『理由』でも車いすのおばあさん、
こどもなどがかわいそうな家族を演じているわけですけれども、弱者を演じて、買受人に対して、
あなたは法的には正当かもしれないけれども、自分たちはほかに住む家がないのだ、巨額の立退料
がないと出て行けない、あるいは、債務者に何百カ月もの敷金を入れているので、それを返しても
らわなければ出ていきませんなどといって居座る。もちろん最後は買受人は明け渡しを求める裁判
を起こさざるを得なくなる。ところが確定勝訴判決を得ても問題は解決しません。それでも退去し
ないことすら生じます。次は強制執行の申し立てをせざるをえなくなりますが、それでやっと出て
いってもらえるかどうか。実際には、３年の入居期限どころか、その後さらに４年、５年とかかる

【図３】
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ようなケースが頻発したわけです。『理由』の中でも、買受人が業を煮やして、きっと占有屋たち
を殺したのではないかと疑われますが、それがもっともな推論になるところが法的病理の反映でし
た。小説の中の世界だけではなくて、しょっちゅう起きていた事象の一類型だったのです。
　もう一つが、パターン２【図４】です。パターン１では、買受人が出てきてからのゆすりでした
が、パターン２は、そもそも買受人が現れないようにするために、短賃保護と最低売却価額制度を
利用するものです。この場合、占有屋を雇うところまでは同じですが、この雇われた占有屋が、見
るからに暴力団風であったり、いかがわしい格好をして家の周りをうろついたりして、「どうもこ
こにはやばい人が住んでいて、関わると面倒そうだ」という外観をあえてつくり出すわけです。買
受希望者が現地を見に行ったら、怪しげな風体の反社会集団風の人がうろついている。こんな家を
買ったら何されるかわからないということで、ひるんで買受希望を取り下げてしまう。すると抵当
不動産をいつまでも売却できない。債権者が音をあげかけた頃に、背景の反社会集団が「占有屋を
どかせてほしければ、競売でなく、債務者が任意かつ格安で自分たちに売り渡すのを認めて、抵当
権抹消に同意しないか」という誘いをかけるわけですね。債権者にしてみれば、妨害排除費用のこ
とを思えば、債権額を大きく下回る格安の売却代金からの弁済でも仕方がないと損を承知で反社会
集団の当事者か、あるいは関連企業などに売り渡すのを認めざるを得なくなる。売り渡しを受けた
反社会集団は、今度は真っさらの不動産にして、仲介業者等を通じて市場価格で転売して、差額を
儲ける。その利益から、執行妨害に協力した債務者や占有屋への謝礼も支払ってさらに余りある利
得が得られる。こちらのパターンが、どちらかというと多かったと言われています。
　どちらにせよ、この短賃保護と最低売却価額は、確実に反社会集団の暗躍を許してきたのです。
競売制度が、債権回収を助けるどころか、債権回収を困難にし、債権者の犠牲の下で反社会集団の
私腹を肥やすのを支援してきたにほかなりません。世界では、マフィア、暴力団の主な収入源は、
麻薬、賭博、売春だと言われていますが、日本では、これらのどれよりも、短賃保護を活用した執

【図４】
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行妨害収入が多かったと言われています。もちろん、公式統計はないですが、実体を知る多くの方
がおっしゃっています。
　なぜこんなことが可能だったか。抵当権の実行は、抵当権が設定された物件がデフォルトになっ
て借金を返せないところで差押えをします。しかし差押えには事前に気配があります。それを察知
して、直前に占有屋などを雇い入れて借家権の設定をすることは事実上容易でした。
　さらにからくりがありました。裁判を起こさなくても退去してもらえる引渡命令という民事執行
法上の簡易な執行手続きがありますが、これは代金を納付し所有権が移ってから半年以内しか使え
ない。差押の直前に借家権を設定すると、通常借家権は２～３年として設定しますので、いわば妨
害的借家権が設定されてしまうと、引渡命令が使える６カ月の期間をほぼ確実に過ぎてしまうわけ
です。すると、この３年以内の期限が切れて、正当な権限を買受人が取得した後でも、改めて裁判
を起こして所有権を確認、所有権に基づく妨害排除請求するなど、いわば一からの裁判手続きに訴
えなければ、自分の権利を実現できなくなります。これがもし引渡命令で済めば、劇的に排除費用
が安くなるわけです。短賃保護は、直前の借家権、いわば偽装借家権の駆け込み設定を許すことで、
妨害排除費用を天文学的に高めて、それにつけ込んだ悪人たちが簡単に入って来ることのできるお
膳立てを法が用意していたということが、問題の背景のポイントになります【図５】。
　ノーベル経済学賞を受賞したアメリカのロナルド・コースが1960年に発表した論文に記述した
「コースの定理」があります。「権利の外縁が明確で、権利の移転交渉に関する取引費用がゼロで
あれば、当事者のどちらに権利を配分しても資源配分は変わらない。」というものです。競売で言
うと、仮に抵当権、借家権などの権利が明白で、その移転交渉の費用がゼロだったなら、売却の阻
害や土地の有効利用阻害は生じなかった、ということになりますが、実際にはその前提を覆す法制
度が資源配分を歪めていたといえます。
　コースの定理には、政策に対する重要なインプリケーションが三つあります。第一は、曖昧な権

【図５】

－22－



利は取引費用を増大させ、資源配分をゆがめること。第二は、民事執行法や民法などの手続法、実
体法を取引費用が最小化するように整備しておくべきこと。第三は、最初に誰に権利を与えるかが
重要ということ。競売のケースで言えば、債権者ないし抵当権者に最初に権利を与えるか、借家人
ないし占有屋に権利を与えるか、という選択です。395条は、抵当権者や債権者でなく、占有屋に
初期権利を与えているのですが、これが誤りだったのです。本来初期権利は、自分に権利が最初に
与えられなかったとき、それでも権利を獲得しようとする場合に必要となる取引費用が、より高く
なる人に与えなければならないのです。現実には、この示唆とまったく逆の法制度になっていまし
た【図６】。
　共同研究者共通の認識として、短賃保護は、コースの定理に反して膨大な社会的費用を生んでい
るため撤廃すべきではないかという結論に達しました。抵当権者が借家人の悪質性を知ることは困
難だけれども、借家人自身は当然ながら自らの属性を熟知していた。大きい情報の非対称があった
わけです。実際多くの執行妨害目的の者が、保護される借家権を持っていたので、占有排除の取引
費用が膨大だった。抵当権者に、もし初期権利配分をしていれば、すなわち、抵当権実行時に借家
権を即時に消滅させる権利があったならば、執行妨害に対抗するための膨大な費用は発生しようが
ありませんでした。抵当権者も、投資用物件などであれば、適切に賃料を収受できる物件の方が落
札価格も上がるので、悪質な借家人でなければ居て欲しいというのが普通の心理です。そうであれ
ば、買受人なり抵当権者の側から見て、当然、そういう借家権は保護されますから、土地の有効利
用にも、分配の公正にも欠けるところがない。しかし、容易に制度を悪用しうる人にわざわざ初期
権利の配分をしていたのが395条です。元々の立法意図は土地の有効利用でしたが、むしろ非有効
利用ないし、やくざ保護法として機能してしまいました。
　さらに、建物の明け渡しの猶予期間について、３カ月程度は猶予期間を与えても良いではないか。
これなら引渡命令が使えるので、本訴提起という膨大な裁判コストを強いられることがなくなる、

【図６】
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という提案もいたしました。
　更に、最低売却価額は、むしろ不落を人為的に実現するために悪用されることが多いので、撤廃
した方がよい。この３点が私たち共同研究者による立法論のポイントでした。
　実際の立法経緯として、この問題に関心を持つ金融機関、実務家、弁護士、コンサルタント、民
法や経済学の研究者など、約30名ほどで研究会をつくり、今申し上げたことを骨子として、理論的
に分析し緻密な根拠の下に、短賃保護や最低売却制度を廃止すべきことを提言しました。法務省が
動かないなら国会議員による議員立法をやろうという動きになり、その立法作業について、私ども
が事実上のシンクタンク機能を果たして支援した経緯もありました。法務省は、当初あくまでも反
対でしたが、最終的には議員立法の流れが固まりつつあるのを見て、私たちの提言をそのまま内閣
提出法案で踏襲することに合意しましたので、猶予期間は３カ月でなく６カ月に少し伸ばし、しか
しそれでも民事執行法の引渡し命令を使うことができるよう手当てをする、という微修正以外は、
政策提言どおりの法改正が実現しました。また、最低売却価額は、ずばり廃止とはならなかったも
のの、鑑定士の評価額の２割引き以上なら競売を成立させて買受けできることになりました。これ
は事実上、最低売却価額規制の空文化であり、２割引きであれば、ほとんど不落は生じませんので、
実質的には廃止とほぼ同じ効果がありました【図７、図８】。
　短賃保護は、このような経緯を経て2004年に撤廃されましたが、本研究については、短賃保護が
どれぐらい執行妨害を助長していたのか、法規制の弊害や、法改正による資源配分の改善効果がど
の程度あったのか、競売の落札価額などを活用して実証できないか、法改正効果を検証することを
問題意識に関係者で精力的に取り組みました。
　この研究テーマでは、かなり手間もかけてデータ分析作業を行っています。東京地裁の本庁管内、
約１都３県の何万件もあるデータセットの中からマンションを対象に、法改正前は、2001年と2003
年の計2,400件、改正後は、2005年、７年、10年の計3,100件の競売データを裁判所情報から多くを

【図７】
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手作業で抽出しています。その上で、競売物件について、立地や階数や規模、環境などの落札価額
に影響を与えうる諸要因をコントロールし、短賃が付いているかいないか、ワンルームか、ファミ
リー向けかなどの属性をコントロールしたうえで、どのような要因によりどのような価額差が出て
いるか、実証分析を行っています【図９、図10】。
　実証分析のフレーム【図11】にあるように、短賃、いわば保護された借家権が付いているものと、
保護のない借家権が付いているものを比較して、占有排除費用が発生する分だけ、必ず落札価額が
下落しているはずであろう、これが仮説の１です。
　しかし、所有者が占有している物件、すなわち、借家人でなく、住宅ローンを借りた当人が住ん
でいる場合も、やはり一定の占有排除費用は発生するはずだ。したがって、誰も占有者がいない物
件と比べると、賃借権でなくても落札価額は下落するであろう、これが仮設の２です。
　ただし、保護なしの借家権に比べると、保護がされた短賃の下落影響は低いはずだが、どの程度
低いか、借家権同士で比べるのはなかなか難しい。要するに、法改正前は保護なし借家権は存在し
ませんでしたので、完全所有権ないし所有権占有と比べて短賃はどれぐらい安くなっていたか探る
しかないということで、代替的な手法ですが、所有者占有の場合と比べようとしました。完全所有
権で占有なしというものは、ほとんど実例がございません。所有権占有と短賃の保護が付いたもの
であれば、ある程度サンプル数が取れるので、この差を見ることで、短賃がどれぐらい悪影響を及
ぼしていたのかを見てみようとしたのです。
　また、この前提として、占有排除費用による下落分は、所有権占有ではそれほどないだろうから、
ある程度完全所有権と所有権占有の価額は同視できるだろうという想定がありました。
　【図12】は、ワンルームについて、2004年の改正前の短賃設定による落札価額の下落影響を見た
ものです。短賃占有物件については、予想と違って、上昇する要素と下落する要素がありました。
投資用物件としての収益があり上昇する側面と、短賃が付いているために雇われた占有屋などがご

【図８】
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ねるかもしれず下落する側面の両方があって、このプラスとマイナスを相殺した効果がどうなるか
を見たわけです。その結果、５％水準で、11.3％所有権占有よりも価額が高いという結論が出ました。
所有権占有の方が明け渡しが行われやすく、短賃が付いたものはそうでもないかもしれないと考え
ていたところ、逆の結果が出たのです。

【図10】

【図９】
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　これは何故か。１つ目に、ワンルームは、ファミリー向けと比べ、物件価格が安いので、短賃保
護を悪用した妨害が比較的少なかったということが予想されます【図13】。すなわち、ファミリー
向け物件は何千万、ワンルームは千～二千数百万という価格帯ですので、１回当たりの執行妨害の
コストに比べ、得られる利益はワンルームよりもファミリー向け物件の方が断然、大きい。すると、

【図12】

【図11】
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ワンルームには比較的、執行妨害集団が寄りつきにくかったことを反映している可能性がある。ま
た、所有権占有の排除費用も、それほど大きくはないと見越していましたが、実は高額だったこと
がうかがえるということでもあります。すなわち、債務不履行で無資力となった所有者がいる場合、
いくら裁判所が明け渡しの強制執行をしようとしても、必死に抵抗されることがあり、必ずしも占
有屋を排除するよりも常に容易だという仮説は成り立たなかった。これが２つ目の要因かと思われ
ます。
　さらに、ワンルームは投資用物件が多いので、賃料がきちんと得られてさえいれば優良な物件と
いえる可能性もあり、悪質な占有者がファミリーに比べると比較的少なかった可能性も大きい。す
ると、占有排除が必須でなかったために、賃貸経営の期待収益の方が、所有権占有よりも高値だっ
たという解釈が可能ではないか。これが３つ目の要因です。
　ファミリー向け物件について、【図14、15】のとおり、2004年の改正前の短賃設定による落札価
額の下落影響を見たところ、こちらは、当初仮説どおりの結果となりました。所有権占有と比べて、
５％水準で、15.4％下落している結論になっています。ファミリー向け物件は、ワンルームよりも
高額なので、ワンルームと比べ執行妨害が多かったのではないか、というのが私たちの推測です。
ファミリー向け物件は、ワンルームと異なり、プロの占有屋の占有排除費用が、いわば素人たる所
有者占有よりも大きかった可能性がある。そもそも70～80平米を超えるファミリー向け物件は、投
資用物件として経営する方はあまりいません。反社会集団は、むしろこうした大規模な物件に、短
賃設定物件としてより多く入り込んでいたのではないかということがうかがえます。
　【図16】は、2004年の法改正後、2010年までのデータを使って、同様な分析をしています。ワンルー
ムでは、短賃設定物件では、ほかの条件を一定として、所有者占有物件と比較して落札価額が15％
高いという結論になっています。
　これは、先ほどの改正前のワンルームとほぼ同様の結論ですが、占有排除費用が高くても、投資

【図13】
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収益と相殺すると、結果的に所有者占有よりも高くなっているというのが１つの解釈です。
　法改正前と比べ、どのような特徴があるかですが、2004年の改正後、データとしては、2005年、
７年、10年の３カ年のデータを使っておりますので、どちらかというと存続期間の長い借家権が中
心になっています。存続期間が長いということは、妨害目的の借家人は比較的少なく、普通の借家

【図15】

【図14】
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人が多かったのではないかと推測できます。
　また、投資用物件だと、先ほどと同様、占有排除よりも期待収益が大きいということがいえます。
落札価額の上昇影響がより大きくなったことについては、存続期間の長さからある程度合理的に説
明できるのではないかと解釈しております。
　したがって、法改正前後で借家人属性がどう変化したかの要因を丁寧にコントロールできれば、
所有権占有と比べ、短賃物件はもっと価額が下がっているという、クリアな結論に至る可能性は大
きいと思われますが、少なくともこの結果でもかなり合理的な説明がついているのではないかと考
えています【図17】。
　ファミリー向けについては、所有者占有と比べ、制度改正後の落札価額は7.2％上昇していまし
た【図18、19】。制度改正前、ファミリー向けは下落していたものが上昇に転じている。これは、ファ
ミリー向けもワンルームと同様、法改正後は、賃借権の存続期間が長くなっている。直前の賃借権
設定がなされにくくなったため、執行妨害集団によるものが減っていることを反映していると思わ
れます。さらに同じ短賃であっても、妨害集団の関与は減ったと推測できます。結果的に、無資力
者が一般的な所有者占有物件の排除費用の方が相対的に高額化したと言えると思います。
また、制度改正前後で比較しますと、改正前は、契約期間が長期のもの、競売直前に設定されたも
の、双方があったのですが、改正後は、契約期間が全体的に長くなった。ワンルームだけでなく、
ファミリー向けに関しても、所有権占有物件よりも短賃設定物件でも買受人の評価が高くなった。
これは、契約期間の平均が長くなったことが影響しているのではないかと推測しています。
　もう一つ、法改正後に設定された抵当権に対抗できない賃借権については６ヶ月の明渡猶予の制
度ができたわけですが、これは保護なし借家権に近いのではないか。明渡猶予が付いている物件の
明け渡し費用は本来、安いはずだから、短賃などと比べても、所有者占有よりはるかに高く落札さ
れるのではないかという仮説の下に分析しました。分析結果としては、落札価額について、明渡猶

【図16】
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予物件は、保護がないにもかかわらず、所有者占有物件と比べて有意な価額差が出なかったという、
ちょっと残念な結論になっています【図20】。
　実務家へのヒアリングによりますと、妨害目的の借家人は、実は明渡猶予物件であっても存在し
ていたとうかがっています【図21、図22】。この背景には、法改正以降、明渡猶予物件は、保護が

【図18】

【図17】
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ないということで、裁判所による事前の３点セットと呼ばれる現地調査が甘くなったという事情も
あるようです。したがって、不法占有まで含めて明渡猶予賃借人と認定している可能性が大きい。
厳格な証明は容易ではありませんが、これが事実だとすれば、妨害目的の借家人は、厳しく審査さ
れる短賃物件より、改正直後の裁判所の運用の混乱に乗じて、紛れ込んだ可能性が考えられます。

【図20】

【図19】
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　すなわち、裁判所は、明渡猶予物件について、契約書や賃料授受の証拠がなくても、賃借権を認
定しやすい。すると、特に法改正直後、その占有排除費用は短賃と比較してもかえって高額化して
いた可能性があるのです。
　明渡猶予賃借権は、本来、占有排除費用が小さいはずですから、保護なし賃借権と同様に落札価

【図21】

【図22】
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額を上昇させるはずですが、その傾向が見られないのは、データが裁判所の改正法の運用が安定し
ない2010年までに制約されていたためと考えています。現在、2010年以降のデータを収集し直して
いるところで、2015年ぐらいまでのデータを採れば、本来の傾向が見られ、分類も正確にできるの
ではないか。あるいは、借家人の居住年数などをもっと厳格にコントロールした場合には、明渡猶
予と比べて短賃がいかに落札価額を下げていたかについても判明しうるのではないかと考えていま
す。
　以上の実証分析の結果は、完全に証明できたわけではありませんが、制度改正の評価として、短
賃保護の効果について、少なくとも私たちの理論仮説と矛盾する結果は一つも出ていません。民法
395条を廃止したことにより、落札価額を正常価格に大きく近づける効果を持ったものと評価でき
ます。
　所有者占有物件と比べ、どれぐらい落札価額が下落しているかについても、合理的なバリエーショ
ンが存在すると考えています。
　明渡猶予賃借権は、制度改正後しかないため、法改正直後は認定の厳格性が確保されていなかっ
た可能性がある。運用が安定してきている最近のデータを分析すれば、もう少しクリアなデータが
出てくるのではないかと考えており、より精密な分析を進めていく予定です。
　近年のデータを追加し、さらに仲介市場での普通の完全所有権の物件との比較についても、取り
組んでいるところです【図23】。
　昨年９月、アメリカにおける競売制度の最近の運用実態について調査を実施し、わかってきたこ
とがあります【図24】。日本では裁判所による直営の競売、いわゆる司法競売しかありませんが、
アメリカでは、司法競売のほか、債権者が民間競売会社に競売を依頼する非司法競売、ないし民間
競売と言われる制度があり、司法制度、競売制度が州ごとに異なるのが米国法ですが、この制度を
入れている州がアメリカの中でも圧倒的多数です。民間競売州の方が、一般的に高く落札され、か

【図23】
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つ早く売れる傾向があると言われています。今回の実証研究を発展させて、誰が競売の当事者にな
るかという要素も入れた研究ができないか、現在検討中です。
　米国競売制度について、十数年前にアメリカへ調査に行った際は、債務者や賃借人の保護制度は
ありませんでしたが、サブプライムローンなどもあって、最近、債権者や賃借人保護を競売制度の
中に組み込む州が出てきています。これはむしろ日本の短賃保護撤廃とは一見したところ逆方向で
すが、アメリカの制度の中でこれらがどういう影響を持ってくるのか。アメリカのデータ収集は必
ずしも容易でなく直ちには実証分析が難しいですが、少なくとも法制度の特徴を踏まえた、理論的、
定性的な分析は、日本法との比較により、ある程度できると思われますので、解析を進めていると
ころです。
　この研究テーマが、先導的人文学・社会科学研究推進事業に採択されたおかげをもちまして、膨
大な競売物件のデータ処理がクリアにできました。研究者と実務家の協働により、理論的仮説や法
改正の成果を、主観的なバイアスをかけることなく、丁寧に検証できたのではないかと考えていま
す。これも日本学術振興会、事業に関わる先生方のお力添えの賜物であり、大きな実りがあったと
考えています。
　立法前の理論研究による仮説と立法後の実態が、実証分析を経てある程度一致していることがわ
かった点が、ここまでの中間的な成果です。法解釈、判例や法運用実績を素材として、制度を理論
的実証的に検証すること、特に法の意図そのものが合理的なのか、さらに意図に即した効果を本当
に発揮しているのかなどを検証することは、法領域を問わず、非常に重要なことだとますます痛感
しました【図25】。
　私のバックグラウンドは法律ですが、法解釈は、どうしても現在ある法を与件にしてしまいます。
別の形で法が設定されたときに人々の行動がどう変わるか、その結果法の社会的影響がどのように
変化するのか、考察する方法論を欠いているわけです。法学部や法科大学院では、基本的に法解釈

【図24】
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学に特化してしか教えず、司法試験でも法と経済学の知見などは問われない。仮に別の前提の法の
仕組みを採ったとき、どういう世界が出現するのかは、経済学など社会科学の助けを借りなければ
わからない。我々の研究チームには優れた経済学者も参加していただきましたので、厳格な検証を
行うことができ、今回の成果に結実しました。
　また、空理空論にならないよう、競売の実務担当者や銀行、金融機関、弁護士、司法書士などの
実務者からきわめて貴重な情報をいただきました。理論仮説や実態の把握を、飛躍的に現実を反映
するものに改良できたのもこのようなご協力のおかげです。
　しかも結果的に、政策提案のほとんどがそのまま立法に結実しましたが、やはり吉田先生ともご
一緒に研究、法改正を提案した定期借家制度同様、まれな例だと思います。
　先ほど紹介した宮部さんの小説のようなことはもう起こらない。素材としてリアリティがなくな
り同テーマのおもしろい小説は書けなくなった。やくざも競売分野では、激減したどころか、ほぼ
壊滅した。不動産競売市場から反社会集団が得る利益は殆どなくなったと言われています。
　このように理論的に想定された効果が本当に発揮されているのか、あるいは、およそ法律の制定
改廃に伴う法の意図や目的がそのとおり発揮されたかどうか、法と経済学や実証分析で検証してい
くことは、民事法のみならず、行政法、刑事法などを通じて非常に意味があることのはずです。本
来そのような営みがないと、法の評価はできず、正しい法改正もできないはずなのです。法の効果
分析をもっと普遍化していければと念じています。
　今後の競売制度の研究課題として、先ほど申し上げましたように、米国との比較をもっと徹底的
に行いたいと考えています。最低売却価額の隘路ももう少し厳格に証明できないかというのも課題
です。取引費用低減策として、米国のような、民間競売を導入すれば、取引費用がもっと安くなり、
落札価額も上昇するんじゃないか。強制執行制度全般も、担保制度自体も、一層の合理化の余地が
あるのではないか。これらを含めて更に研究を普遍的に発展させていきたいと考えております【図

【図25】
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　【図27】は、過去のものも含めた短賃関係の文献リストです。

【図26】

【図27】
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