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事実の概要

　１　Ｙ（被告、被控訴人）が所有する土地（以下
「本件土地」という。）には、2つの温泉が湧出して
いる。本件は、Ｘ（原告、控訴人）が本件土地上
の温泉に係る 2つの温泉権を有していることの
確認を求めるとともに、それらをＹが無断で使用
しているとして、不法行為に基づく損害賠償を請
求した事案である。
　２　平成 16 年 4 月に本件土地および地上建物
（以下「本件建物」という。）を競落したＡが、Ｂに
本件建物を賃貸する契約（以下「本件賃貸借契約」
という。）を締結し、そこでＢが温泉旅館の経営
を開始した。同年7月にＡがＣに本件土地建物（以
下「本件不動産」という。）を信託譲渡しＡが信託
受益権者となったが、当該受益権は当日Ｄに譲渡
された。同信託譲渡によりＣは本件不動産の所有
権を取得するとともに、本件賃貸借契約の賃貸人
たる地位もＡからＣに移転した。その上で、Ｃは
本件建物をＤに一括賃貸し、ＤがＢに転貸するこ
とになった。
　３　その後、Ｂが平成 16 年 10 月までに 1 つ
目の温泉を掘り当てた。翌年 3月にはＡがＢを
吸収合併することになり、Ａは本件賃貸借契約の
賃借人たる地位を承継した。旅館経営を行うよう
になったＡは、平成 18 年 3 月までに 2つ目の温
泉を掘り当てた。
　平成 21 年にＡは民事再生手続開始決定を受け
たが、再生計画に基づく債務の履行が困難となっ
たため、平成 23 年に再生手続廃止決定および破
産手続開始決定を受けるに至った。一方でＸは、
同年 2月にＡが 2つの温泉に係る温泉権（以下「本
件温泉権」という。）をＥに代物弁済した後、翌月

Ｅが本件温泉権をＸに代物弁済したと主張してい
る。
　本件不動産の所有権については、平成 23 年 12
月に信託財産の引継ぎによりＣからＤに移転し
た。Ｄは、Ａの賃料不払いを理由に本件建物の明
渡しを求めて訴訟を提起しそれに勝訴したため、
Ａからその明渡しを受けた。平成 28 年 8 月にＤ
は本件不動産をＹに売却する旨の売買契約（以下
「本件売買契約」という。）を締結し、Ｙがその所有
権を取得した。翌年からＹはそこで温泉旅館を経
営し、ＢまたはＡが掘削した温泉を利用している。
　４　以上のような事実関係において、Ｘは、2
つの温泉にはそれらが湧出する本件土地の所有権
から独立した温泉権が成立しており、本件温泉権
はその掘削者であるＢまたはＡからＥへ、その後
ＥからＸへ順次代物弁済によって承継されたた
め、Ｘが本件温泉権を有すると主張して、本件土
地の所有者であるＹに対して本件温泉権を有する
ことの確認および損害賠償を請求した。
　第一審（東京地判平 30・12・12 金判 1587 号 31 頁）
は、Ｙによる本件土地の所有権移転登記の具備に
先立って、Ｘが本件温泉権について明認方法を施
し、それが本件売買契約締結時まで存在していた
ことを認めるに足りる証拠はないから、本件温泉
権を第三者であるＹに対抗することはできないと
判示して、Ｘの請求を全部棄却した。

判決の要旨

　控訴棄却。「温泉を湯口から採取して利用する
権利は、湧出地の土地所有権の権利の内容の一つ
に含まれ、土地所有権とは別の独立した物権とし
ては成立しないのが原則である。通常は、湧出地
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の土地所有者以外の者が温泉を利用する権利は、
債権的法律関係により形成される。例外的に温泉
権が所有権とは別に物権として成立するのは、温
泉権を湧出地の所有権とは別の独立した物権とし
て認める慣習法が成立している地域に限られる。」
　「土地所有者から温泉掘削の承諾を得ていた者
であっても、掘削により温泉を掘り当てれば当然
に物権としての温泉権を原始取得するものではな
い。温泉の利用、管理等については、債権的法律
関係で処理することが通常は可能であるからであ
る。土地所有者と温泉掘削者が異なる場合は、両
者の間に債権的関係が存在することが通常である
から、温泉を掘り当てるための投下資本の回収等
については、その債権的関係の中で処理すべきも
のと考えられる。したがって、慣習法の成立が肯
定されない限り、土地所有権と離れた物権として
の温泉権は認められず、温泉を利用する権利は、
土地所有権の一内容をなすものとして湧出地の所
有者に帰属し、それ以外の者は、土地所有者から
債権的に温泉の利用を許されるにすぎないと解す
るのが相当である。」

判例の解説

　一　温泉権の法的性質
　源泉権、湯口権、温泉専用権とも称される温泉
権は、財産的価値を有することから、近代法体系
においても財産権であると認識されている。しか
しながら、財産権としての温泉権の権利関係を定
める法律は存在しないため、温泉権の法的性質、
その効力および温泉が湧出する土地の所有権との
関係等について問題とされてきた。
　地方慣習によって生成されてきた温泉権の性質
およびその効力について、大判昭 15・9・18（民
集 19 巻 1611 頁。いわゆる「鷹の湯事件判決」）は、
温泉専用権につき「温泉湧出地（原泉地）より引
湯使用する一種の物権的権利」に属し、原泉地の
所有権から独立して処分される地方慣習法が存在
するとした上で、地方慣習法に基づいて如上の排
他的支配権を肯認する以上は、この種の権利の性
質上、民法第 177 条の規定を類推し、第三者に
その権利の変動を明認させるに足りるべき「特殊
の公示方法」を講ずるのでなければ、第三者に対
抗しえないと解すべきであると判示する。すなわ
ち、温泉権を慣習法による一種の「物権的権利」

として認め、その性質上、権利の変動を明認させ
る公示方法を備えなければ第三者に対抗すること
ができないとしたのである。当該判決は、温泉権
の法的性質と公示方法に関するリーディングケー
スと位置づけられている１）。
　温泉権を地盤所有権から切離し独立した物権
として承認すべき実質的な理由については、慣
習（法）にその根拠を求める見解２）および「旧慣
による温泉権」と「近代法的温泉権」に区別して
説明する学説３）がある。後者の説は、部落民が
総有的に支配してきた旧慣による温泉権は、慣習
に基づき法的保護を受けるべきものであるのに対
し、近代法的な管理・支配の主体が地盤の掘削に
よって取得する近代法的温泉権は、温泉の掘削が
多額の資本を要すること、温泉自体が高額の商品
価値を有すること、つまり経済的な要請に基づき
物権として保護されるのであって、慣習の存在を
要するわけではないと説述する４）。

　二　温泉権の成否に関する裁判例の傾向
　１　慣習存在の主張立証または証拠がないとして
　　　温泉権の成立を否定した裁判例
　地盤所有権から独立した温泉権は、慣習によっ
て成立しそれが明認方法によって公示されている
ならば、第三者に対抗しうる慣習上の物権として
認められる５）。慣習上の物権と公示方法の関係に
ついては、物権と公示は不可分の関係にあるから、
公示方法に関する慣習を伴わないときは慣習上の
物権は成立しないと解される６）。したがって、温
泉権およびその公示方法が地方慣習によって確立
されていることを主張立証しなければ、慣習上の
物権としての温泉権を認めることはできない。
　このような理論に基づき、福岡高判昭 34・6・
20（下民集 10 巻 6 号 1315 頁）は温泉権に関する
慣習、特にその権利変動の公示方法に関する慣習
の存在につき主張立証がないことを理由に温泉権
の成立を否定する。その他の裁判例においても、
当該地方において温泉権もしくはその公示方法が
確立している慣習の主張立証またはその証拠がな
いとして、物権としての温泉権の成立を否定した
ケースが散見される。例えば、大分地判昭 29・
6・28（下民集 5巻 6号 985 頁）は、温泉台帳への
記入が温泉に関する権利の得喪を公示する手段と
して別府地方の慣習上確立しているものと認める
に足りる証拠はないとする。大分地判昭 31・8・
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9（下民集 7巻 8 号 2151 頁）は、温泉権が取引の
目的物となる地方慣習法の存在は認めるが、公示
方法の履践に関する主張立証がないと判断する。
また、東京地判昭 54・12・17（判時 966 号 60 頁）
は、温泉権が独立して処分の対象となるような慣
習（法）の存在を認めうる証拠はないとする。
　以上のように、慣習存在の主張立証またはその
証拠がないとして温泉権の成立を否定した裁判例
について観察すると、昭和 20 年代後半から同 30
年代前半にかけて出されているものが多い。
　２　慣習の存否につき審理することなく
　　　温泉権の成立を認容した裁判例
　昭和 40 年代以降になると、温泉権の成立を肯
認する一連の裁判例が出現する。もっともこれら
の判決は、温泉権を慣習上の物権と解釈する従前
からの立場を維持した上で、温泉権およびその公
示方法に関する慣習の存否につき審理することな
く、公示方法の当否を検討することによって温泉
権の成立を容認している点に特徴がある７）。
　例えば、東京地判昭 45・12・19（下民集 21 巻
11 ＝ 12 号 1547 頁）は、当該建物は源泉権に従た
る相当な施設物であって外界から容易に認識でき
る客観的存在であり源泉権の明認方法と認める
に足る標識であると述べ、明認方法の適否の検
討によって温泉権の成否を判断し、地方慣習の
存否については審理していない８）。また、山形地
判昭 43・11・25（下民集 19 巻 11 ＝ 12 号 731 頁）
は、公示方法に関する慣習の存否を探求すること
なく、当該設備は一般に外界からたやすく認識し
うる客観的な存在物であるから、物権変動の際の
公示方法として第三者の保護に欠けるところはな
いとして、温泉権の成立を肯認する。東京高判昭
51・8・16（判時 837 号 47 頁）は、地方慣習の存
在に論及することなく、温泉権を取得した旨を記
した立札の明認方法が対抗要件として相当である
として、温泉権の取得を認める。さらに、仙台高
判昭 63・4・25（判時 1285 号 59 頁）は、掘削に
よる温泉権の原始取得と明認方法としての表示板
を認容して温泉権の取得を肯定するが、慣習の存
否については審理していない。
　以上のような裁判例については、温泉権の成立
の根拠を慣習に求めない学説の影響が指摘されて
いる９）。すなわち、温泉掘削に多額の資本を要す
ること等を理由に近代法的温泉権を物権として保
護する学説が、温泉権の成立を認めた諸判決に少

なからず影響を与えているというのである。特に
前掲仙台高裁昭和 63 年判決が、掘削による温泉
に対する権利について、「その加工のために多大
の資本を投下するのが通常であるうえ、地盤自体
のもつ経済的価値とは別に、それ自体独自に格段
に高度の価値を有し、社会的な見地からも地盤と
は別個の取引客体と観念されている」と判示した
点に、当学説の影響がうかがえる 10）。
　温泉権の成立の根拠を慣習に求めない裁判例に
ついては、温泉権が慣習上の物権として容認され
てきたこととの整合が問題となる。また、これら
に理論的基礎を提供した学説が首唱する近代法的
温泉権については、物権法定主義への抵触が論難
されることも避けられないと解される 11）。

　三　原審および控訴審の位置づけ
　１　温泉権に関する慣習の存否
　控訴審は、温泉権の成否について原則的に地盤
所有者と温泉掘削者の債権関係で捕捉した上で、
地盤所有権から独立した物権として容認する慣習
法があれば例外的に物権としての温泉権を肯認す
る。そのため、温泉権の成否を慣習法の存否に直
結させ、「本件各温泉が存在する地域において、
温泉に関する権利を土地所有権とは別の独立した
権利として認める慣習法があることを認めるに足
りる証拠はない」として、温泉権の成立を否定し
た。このような控訴審の立場は、温泉権を慣習上
の物権として認める当初の判例の考え方に基づい
たものであると解される。
　一方、原審は、温泉権が地盤所有権から分離し
た別個の権利であると認め、その権利を第三者に
主張するためには対抗要件を具備することが必要
であると述べて、「売買契約が締結された当時、
本件掲示が存在していたことを認めるに足りる証
拠はない」ことを理由に、本件掲示に係る明認方
法をもって第三者に対抗することはできないと判
示する 12）。このような見解は、温泉権の成立お
よびその明認方法に関する慣習の存否を審理する
ことなく、契約締結時における明認方法の存否の
検討によって第三者に対抗しうる温泉権の成否に
ついて判断しているため、昭和 40 年代以降の裁
判例の見解に沿ったものと捉えられる。
　２　温泉権の地盤所有権からの独立性
　近代法的温泉権の成立に慣習を不要とする学説
は、温泉掘削者が温泉権の明認方法を備えるなら
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ば、物権としての温泉権の成立を認める。この説
では温泉の掘削と明認方法の具備によって温泉権
が成立すると解するため、温泉権の地盤所有権か
らの高い独立性が見出される 13）。かかる考え方
が投影されている前掲仙台高裁昭和 63 年判決で
は、「その権利〔温泉権〕の原始的な取得は、権
利発生の当時及び現在の本件土地（地盤）所有者
である被控訴人との関係においては、その掘削に
関する地盤自体について適法に占有しうる法的関
係にあるかどうかなどその法律関係のいかんにか
かわらずこれを適法に主張しうる」との言説に、
地盤所有権からの高い独立性が如実に表れてい
る 14）。
　原審は、地盤所有者と温泉掘削者における温泉
権の設定を検討することなく、契約時における明
認方法の存否の審理によって温泉権の成否を判断
する。このような立場は、上述の仙台高裁判決を
はじめ昭和 40 年代以降の裁判例の延長線上で把
握することができる。
　これに対し控訴審は、地盤所有者が温泉掘削を
承諾していたとしても、それにより掘削者が当然
に物権としての温泉権を原始取得するものではな
く、温泉の利用・管理は当事者の債権的な法律関
係で決められるとする。そして、慣習法の存在が
認められない限り、土地所有権から分離した物権
としての温泉権は容認されず、温泉権は土地所有
権の一内容を構成するものとして地盤所有者に帰
属し、それ以外の場合には土地所有者から債権的
に温泉利用を許されるにすぎないと解する。要す
るに、物権としての温泉権の基礎には慣習法が存
在し、それが認められない場合には当事者間で債
権的な利用権を取得するにすぎないと考えるので
ある 15）。かかる見解は、昭和 15 年の鷹の湯事件
判決から同 30 年代に見られた判例の立場と同根
であり、温泉権の土地所有権からの独立性につい
て限定的に解している。
　したがって、控訴審が採用した、慣習の存否を
基礎に物権としての温泉権の成否を見極める考え
方は、土地所有権からの独立性を慣習に基づき判
断する当初の判例の立場に回帰したものとして位
置づけることができるのである。

●――注
１）中尾英俊「判批」判評 155 号（1972 年）21 頁は、本
判決以来、判例上ほぼ確立しており、学説も承認してい

ると説述する。
２）前掲大判昭 15・9・18 をはじめとする判例の立場であ
る。判例を支持する学説として、我妻栄『新訂物権法（民
法講義Ⅱ）』（有斐閣、1983 年）202 頁等がある。

３）川島武宜「温泉権」同編『注釈民法 (7) 物権 (2)』（有斐閣、
1968 年）613 頁。

４）川島・前掲注３）618 頁、619 頁。近代法体系におけ
る旧慣による温泉権の法的保護については、川島武宜「近
代法の体系と旧慣による温泉権」法協76巻4号（1960年）
426 頁以下が詳細である。

５）前掲大判昭 15・9・18 は、湯口権につき何ら特殊の公
示方法を要することなく直ちに上告人に対抗しうると判
断したことについて、審理を尽くすべきであったとして
原審を破棄し差し戻している。

６）我妻栄「判批」法協 59 巻 3号（1941 年）506 頁。
７）このような裁判例の傾向について、小澤英明『温泉法
――地下水法特論』（白揚社、2013 年）381 頁は、温泉
権が土地所有権から独立して取引されるという慣習すら
探求しないでそれを物権的権利と判断することは、法律
上の根拠がないので許されないと批判する。

８）中尾・前掲注１）22 頁は、当該判決の批評において「慣
習上の権利とは決して旧来の慣習による権利という意味
ではない……社会において慣習上独立した物権として取
扱われる権利の意味であり、したがって成文法外の物権
をいう」と説述する。かかる見解は、慣習を不要とする
学説と親和的である。

９）小澤・前掲注７）227 頁、381 頁。
10）中尾英俊「判批」判評 362 号（1989 年）33 頁は、当
該判決では本件温泉が人工掘削泉であることを強調して
いると指摘する。

11）小澤・前掲注７）378 頁、379 頁は、旧慣による温泉
権と近代法的温泉権を区分する意義について問題を提起
する。

12）金判 1587 号 23 頁は、原審について本件温泉権が慣習
上の物権として成立し、かつＸがこれを承継取得してい
たとしても、明認方法を備えていないから登記を得たＹ
には対抗できないと判断したと解釈する。

13）地盤所有権からの独立性の程度について、我妻・前掲
注６）506 頁は土地と建物のような完全独立型と判例法
における立木のような半独立型に区分するが、舟橋諄一
『物権法』（有斐閣、1960 年）268 頁、269 頁はこれらに
加えて、土地所有権の変動および公示の法理に従う合体
型を提示する。

14）伊藤高義「温泉権の原始的帰属」名法 142 号（1992 年）
104 頁、105 頁は、土地所有権者に由来しない原始取得
を認めることについて疑問を呈する。

15）金判 1587 号 24 頁は、控訴審について仙台高裁昭和
63 年判決の考え方を否定するものと捉える。
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