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鳥谷部 茂先生略歴及び業績
昭和二十七年十一月二十三日生

昭和五十一年

昭和四十七年

四月

三月

四月

筑波大学大学院社会科学研究科法学専攻博士課程 修了︵法学博士︶

筑波大学大学院社会科学研究科法学専攻博士課程 入学

法政大学法学部法律学科 卒業

法政大学法学部法律学科 入学

歴﹀

昭和五十一年
三月

︿学

昭和五十六年

平成

三年

三年

昭和六十二年

昭和六十二年

昭和五十六年

四月

四月

四月

四月

三月

四月

広島大学法学部教授

広島大学大学院社会科学研究科法律学専攻担当

広島大学法学部助教授

近畿大学法学部助教授

ドイツ連邦共和国ハイデルベルク大学へ出張︵昭和六十三年三月まで︶

近畿大学法学部専任講師

歴﹀

平成

四年

︿職

平成
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平成

平成

平成

十九年

十九年

十六年

四月

四月

四月

広島大学大学院社会科学研究科法政システム専攻政策法務講座主任︵平成二十二年三

広島大学大学院社会科学研究科法政システム専攻教授

広島大学大学院法務研究科︵法科大学院︶教授

平成

平成

平成

三十年十一月

三十年

三十年

二十年

四月

三月

四月

弁護士登録︵広島弁護士会︶

広島大学名誉教授

定年により退職

放送大学広島学習センター客員教員︵平成二十五年三月まで︶

月まで︶

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

十三年十一月

十一年 九月

十一年 五月

八年十一月

七年

六年

六年

五年

九月

十月

七月

十月

広島県加計町情報公開審査会委員︵平成十六年十一月まで︶

消費者契約法を考える市民ネットワーク・広島代表幹事︵平成十五年三月まで︶

広島欠陥住宅問題研究会代表︵平成二十一年三月まで︶

広島県公文書公開審査会委員︵平成九年八月まで︶

広島県公務災害補償等認定委員会委員︵平成二十年八月まで︶

広島県消費者苦情処理委員会委員︵平成十八年九月まで︶

西条第一土地区画整理審議会委員︵平成十二年六月まで︶

東広島市公文書公開審査会委員︵平成十二年九月まで︶

︿社会における活動﹀

平成
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平成二十二年

平成

平成
十八年

十五年

六月

四月

四月

広島県収用委員会委員︵現在に至る︶

広島大学生活協同組合理事︵平成二十六年五月まで︶

国土交通省中国地方整備局・入札監視委員会委員︵平成二十三年三月まで︶

広島県住宅管理審議会委員︵平成二十八年三月まで︶

十月

七月

平成二十五年
一月

広島市消費生活審議会委員︵現在に至る︶

平成二十二年

平成二十六年
一月

広島県公共工事入札監視委員会委員︵平成二十九年六月まで︶

科学研究費委員会第一段階審査委員︵平成二十四年十一月まで︶

平成二十七年
六月

広島市消費者審議会会長︵現在に至る︶

平成二十二年十二月

平成二十七年
三月

広島県収用委員会会長︵現在に至る︶

広島県土地利用審査委員会委員︵現在に至る︶

平成二十九年
四月

︵公財︶交通事故紛争処理センター審査員︵現在に至る︶

平成二十九年
︿所属学会﹀
日本私法学会
日本土地法学会

日本土地法学会理事長︵令和元年十月まで︶

日本土地法学会理事
十月

日本土地法学会会長︵現在に至る︶

十五年 十一月

平成二十九年

十月

平成

元年

令和
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日本法社会学会
信託法学会

十九年

比較法学会
平成
金融法学会
農業法学会

二十年

日本消費者法学会
平成

十五年

中四国法政学会
平成

六月

十一月

九月

比較法学会理事︵平成三十年六月まで︶

日本消費者法学会理事︵現在に至る︶

中四国法政学会代表︵平成十八年十月まで︶
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一

主要著作及び論文目録
著書︵単著・共著・編書︶
平成三︵一九九一︶年
担保物権法︵椿寿夫編︑分担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律文化社
平成四︵一九九二︶年
債権総論︵山口純夫編︑分担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝青林書院

平成十五︵二〇〇三︶年

消費者法︵山田延廣と共編著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝大学教育出版
平成十六︵二〇〇四︶年

新版マルシェ物権法・担保物権法︵宮本健蔵編︑分担執筆︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝嵯峨野書院

演習ノート民法総則・物権法︹全訂第二版︺︵三和一博編︑分
平成十七︵二〇〇五︶年

担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学書院

宏・遠藤研一郎・太矢一彦と共著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝不磨書房

導入対話による民法講義︵物権︶﹇第２版﹈︵松井宏興・橋本恭

ホーンブック民法Ⅱ物権法︹改訂版︺︵伊藤進編︑分担執筆︶

平成六︵一九九四︶年
正夫編︑分担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝日本評論社

平成二十一︵二〇〇九︶年

︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝信山社

分担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学書院

演習ノート民法総則・物権法︹第５版︺
︵三和一博＝橋本恭宏編︑

平成十九︵二〇〇七︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝北樹出版

民法Ⅰ︵総則・物権・担保物権・親族・相続︶︵下森定＝半田
平成八︵一九九六︶年
ホーンブック民法Ⅱ物権法︵伊藤進編︑分担執筆︶⁝北樹出版
平成十三︵二〇〇一︶年
研一郎・太矢一彦と共著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝不磨書房

非典型担保の法理︵学術選書

版﹈︵宮本健蔵編︑分担執筆︶

版︶︵山田延廣と共編著︶⁝⁝⁝⁝大学教育出版
マルシェ物権法・担保物権法﹇第

平成二十三︵二〇一一︶年

消費者法︵第

平成二十二︵二〇一〇︶年

﹁新たな法人制度の仕組みと法律関係﹂担当執筆︶⁝⁝⁝成文堂

現代民事法改革の動向Ⅲ︵片木晴彦・三井正信・田邊誠と共編︑

23

導入対話による民法講義︵物権︶︵松井宏興・橋本恭宏・遠藤
演習ノート民法総則・物権法︹全訂版︺︵三和一博編︑分担執筆︶
平成十四︵二〇〇二︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学書院
民法Ⅱ︻物権︼︵平井一雄編︑分担執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝青林書院
マルシェ物権法・担保物権法︵宮本健蔵編︑分担執筆︶
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝嵯峨野書院

2

2
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平成二十五︵二〇一三︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝嵯峨野書院
はじめての環境法︵横山信二・伊藤浩編著︑村上博・堀田親臣・

銀行取引約定書ひな型等の改善に関する要望書について︵

︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報五五巻四号

集合債権の譲渡担保と代理受領・振込指定︵上︶

昭和五十九︵一九八四︶年

権利の譲渡担保⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法四五号

現代民事法改革の動向Ⅳ︵片木晴彦・三井正信・田邊誠と共編︑

昭和六十︵一九八五︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報五六巻一二号

集合債権の譲渡担保と代理受領・振込指定︵下︶

総則︵田村耕一と共編︶⁝⁝⁝⁝⁝信山社
︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝信山社

︶

マルシェ物権法・担保物権法﹇第３版﹈︵宮本健蔵編︑分担執筆︶

論文

金融担保の法理︵学術選書
二

・完︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報五二巻七号

﹁転質の法的性質と要件・効果﹂﹁不動産質の機能﹂﹁権利質と

担保法制の現在と将来⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ジュリスト八七五号

︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 近大法学三五巻一・二号

代理受領・振込指定の担保機能︵

⁝⁝⁝⁝伊藤進編﹃法学ガイド民法Ⅲ担保物権﹄︵日本評論社︶

権利譲渡担保﹂

権利の譲渡担保︵

昭和六十二︵一九八七︶年

履行補助者⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学教室六七号

⁝米倉明ほか編﹃金融担保法講座第三巻非典型担保﹄︵筑摩書房︶

債権の譲渡担保・その他の担保方法

昭和六十一︵一九八六︶年

履行補助者⁝星野英一編﹃民法講座第四巻債権総論﹄︵有斐閣︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝近大法学三二巻二・三・四号

代理受領・振込指定の担保機能︵

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報五七巻一号

ツーステップ民法

平成二十七︵二〇一五︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝嵯峨野書院

平成二十六︵二〇一四︶年

﹁同時死亡の推定﹂担当執筆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝成文堂

廣瀬肇・山田健吾と共著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝嵯峨野書院

2

権利の譲渡担保︵

昭和五十六︵一九八一︶年
ドイツにおける撤回できない代理⁝⁝⁝⁝⁝⁝筑波法政第四号
昭和五十八︵一九八三︶年
将来債権の担保⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝別冊ＮＢＬ一〇号

2

︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報五二巻六号

1

1

権利担保論序説︱権利譲渡担保の前提として⁝筑波法政第三号

昭和五十五︵一九八〇︶年

38

平成二十八︵二〇一六︶年

1
2
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昭和六十三︵一九八八︶年
根抵当権を社債の担保とすることができるか
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝手形研究三二巻一四号
民法 条︹相殺︺︱ 条︹混同︺
平成元︵一九八九︶年
いわゆる原野商法をめぐる諸問題︵

平成三︵一九九一︶年

︶⁝近大法学三六巻二号

相殺の第三者効は︑現状のままでよいか

平成六︵一九九四︶年

︶

⁝ 林良平＝甲斐道太郎編﹃谷口知平先生追悼論文集︵第三巻︶﹄
︵信山社︶

代理受領と法定相殺・相殺予約の競合︵
平成七︵一九九五︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学一八巻二号

更生手続開始と代理受領権付債権⁝⁝⁝判例タイムズ八六六号

不動産非典型担保理論の再検討⁝⁝⁝⁝⁝土地問題双書三一号
非典型担保

⁝⁝長尾治助＝中坊公平編﹃セミナー生活者と民法﹄︵悠々社︶

不動産非典型担保⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝別冊ＮＢＬ三一号

︶

不動産非典型担保の問題点⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝別冊ＮＢＬ三一号
平成八︵一九九六︶年

代理受領と法定相殺・相殺予約の競合︵

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学一九巻四号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法五八号

不動産非典型担保︵日本私法学会シンポジウム報告︶

平成九︵一九九七︶年

不動産譲渡担保における使用収益権
論文集﹄︵第一法規出版︶

⁝﹃民法における﹁責任﹂の横断的考察

伊藤進教授還暦記念

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ジュリスト一〇九八号

不動産譲渡担保における実行権能と実行方法

賃料債権の物上代位と敷金返還請求権の保護⁝ＮＢＬ六〇二号

譲渡担保の法的構成と効力

平成五︵一九九三︶年
代理受領をめぐる判例法理の検討

譲渡担保における法律構成

権利の譲渡担保⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報六五巻九号

石川利夫先生還暦記念﹄︵第一法規出版︶

⁝森泉章ほか編﹃現代民法学の基本問題

内山尚三・黒木三郎・

民法のキーワード﹁担保﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学セミナー四三八号

⁝⁝⁝⁝下森定＝須永醇編﹃物権法重要論点研究﹄︵酒井書店︶

譲渡担保の認定と仮登記担保法の適用⁝⁝法律時報六三巻六号

⁝ 椿寿夫編﹃講座・現代契約と現代債権の展望・債権総論︵ ︶﹄︵日本評論社︶
2

法定相殺・相殺予約の対外的効力⁝⁝⁝消費者法ニュース四号

平成二︵一九九〇︶年

代理受領の担保構造とその効力⁝⁝⁝⁝法律時報六一巻一三号

1

⁝ 伊藤進ほか編﹃逐条民法特別法講座民法・債権総論﹄
︵ぎょうせい︶

520

1

2

505
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平成十一︵一九九九︶年
現代取引と物権法定主義

平成十四︵二〇〇二︶年

相殺予約⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報七三巻一一号

非典型担保の検討方法

國井和郎先生還暦

担保不動産・資産の流動化⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝民事研修五三七号

⁝潮見佳男編集代表﹃民法学の軌跡と展望

椿寿夫教授古稀念﹄

︵有斐閣︶

⁝伊藤進ほか編﹃現代取引法の基礎的課題
同時履行の抗弁権⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学教室二三一号

︶﹂

・完︶⁝⁝広島法学二六巻二号

シンポジウム﹁抵当不動産の使用収益権︵

平成十五︵二〇〇三︶年

︶⁝⁝⁝⁝広島法学二五巻四号

日独担保法の比較︱その特徴と課題⁝⁝⁝⁝比較法研究六三号

記念﹄︵日本評論社︶

ドイツ銀行普通取引約款と銀行取引約定書の比較︱担保法を中

⁝鎌田薫ほか編﹃新・不動産登記講座第 巻各論Ⅱ﹄
︵日本評論社︶
担保︵特集・銀行取引約定書の理論的課題︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二六巻四号

シンポジウム﹁根抵当権︑総括﹂⁝⁝⁝⁝広島法学二七巻一号

敷金返還請求権の発生時期と分別管理義務

五八三号

抵当権の対抗力を拡張する判決に疑問⁝⁝金融法務一六〇七号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報七五巻八号

︶⁝⁝⁝広島法学二七巻二号

広島県における砂利採取禁止︵
平成十六︵二〇〇四︶年

定期借地・定期借家

抵当不動産の第三取得者の求償権と 条︑ 条

一括支払システム⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ＮＢＬ七八八号

相殺予約⁝⁝⁝椿寿夫編﹃予約法の総合的研究﹄︵日本評論社︶

1

⁝⁝⁝⁝⁝⁝高橋弘ほか編﹃現代民事法改革の動向﹄︵成文堂︶

心に⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融法研究十七号

ドイツ銀行普通取引約款と銀行取引約定書の比較︱担保法を中

私法学会ワークショップ﹁非典型担保理論の再検討﹂

平成十三︵二〇〇一︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝銀行法務

1

2

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法六三号

21

砂利採取に関する全国調査︵

心に⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融法務一五七六号

砂利採取に関する全国調査︵

平成十二︵二〇〇〇︶年

不動産質権の登記

1

5

内山尚三先生追悼﹄

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学セミナー五九八号

⁝下森定編集代表﹃現代民事法学の構想

不動産非典型担保の再構成
国・現代企画出版︶

不動産の証券化・流動化

351

⁝﹃觀源鄭照根教授華甲記念論文集・現代民事法学の課題﹄︵韓

372
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⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三一巻二号

骨材供給と環境問題︱海砂採取転換の影響

︶⁝⁝⁝広島法学三一巻四号

平成十七︵二〇〇五︶年

債権譲渡担保論の批判的検討︵

平成二〇︵二〇〇八︶年

︵第一法規出版︶
譲渡担保と供託物の取戻し︵ 条２項︶

賃料をめぐる抵当権の効力⁝⁝⁝広島大学法科大学院論集一号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝椿寿夫ほか編﹃民法改正を考える﹄︵日本評論社︶

集合動産・債権譲渡担保規定の立法をどう考えるか

⁝⁝⁝⁝⁝⁝椿寿夫ほか編﹃民法改正を考える﹄︵日本評論社︶

非典型担保はどのように規定すればよいか

生態系の保全︵堀田親臣と共著︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法律時報七七巻六号

相殺の担保的機能

⁝ 千葉恵美子ほか編﹃ロープラクテイス民法Ⅱ債権編﹄︵商事法務︶

一部代位と担保保存義務

平成二十一︵二〇〇九︶年

不動産の証券化︱日本法からの示唆⁝⁝⁝土地問題双書三六号

⁝ 千葉恵美子ほか編﹃ロープラクテイス民法Ⅱ債権編﹄︵商事法務︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三五巻三号

東日本震災ボランティア活動と被災者の法的支援

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三五巻三号

福島原発事故における放射能汚染の法的責任

平成二十四︵二〇一二︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ジュリスト一三八九号

法教育における私法分野教育の意義と課題

担保法の改正と保証制度の見直し
平成十八︵二〇〇六︶年
一括支払システム︱その発展と効力
⁝堀龍児ほか編﹃担保制度の現代的展開
論文集﹄︵日本評論社︶
不動産譲渡担保の認定と効力⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ＮＢＬ八四九号

債権譲渡担保論の批判的検討︵

平成十九︵二〇〇七︶年
不動産の譲渡担保と登記⁝⁝⁝⁝広島大学法科大学院論集三号

︶⁝⁝⁝広島法学三五巻四号

バブル経済後の不動産担保⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三一巻一号

伊藤進先生古稀記念

⁝⁝⁝⁝⁝髙橋弘ほか編﹃現代民事法改革の動向Ⅱ﹄︵成文堂︶

担保法改正と賃貸借契約︱最近の重要事項説明書

⁝中山充・横山信二編著﹃地域から考える環境法﹄
︵嵯峨野書院︶

評論社︶

⁝椿寿夫・中舎宏樹編著﹃解説類推適用からみる民法﹄︵日本

1

496

⁝⁝﹃遠藤光男元最高裁判所判事喜寿記念文集﹄︵ぎょうせい︶

不動産譲渡担保の第三者に対する効力

共著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三六巻一号

動産・債権の譲渡及び担保に関する法律の日韓比較︵金鉉善と

2

14
平成二十五︵二〇一三︶年
買戻しの強行法性

民法︵債権関係︶改正における法定相殺の意義と課題

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝崇實大学校法学論叢四三号

民法・特別法上の法人制度と最近の動向

平成三十一／令和元︵二〇一九︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学四二巻二号

⁝⁝⁝⁝椿寿夫編﹃任意法と強行法でみる民法﹄︵日本評論社︶

質権の要物性要件の強行法性︑仮登記担保法規定の強行法性︑

敷引特約等と最近の最高裁判決⁝⁝⁝消費者法ニュース九五号

近江幸治先生古稀

⁝道垣内弘人ほか編﹃社会の発展と民法学

リース物件被害と損害賠償請求権者⁝⁝⁝⁝交通法研究四七号

記念論文集下巻﹄︵成文堂︶

担保権の登記
・完︶⁝広島法学三七巻一号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝七戸克彦監修﹃条解不動産登記法﹄︵弘文堂︶
債権譲渡担保論の批判的検討︵

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 福山大学経済学論集四三巻一・二合併号

一般法人・公益法人・営利法人の共通性と独自性

民法︵債権関係︶改正の意義と課題︵

平成二十七︵二〇一五︶年
東日本大震災をめぐる立法と課題︱居住権保護・原発事故責任・

︶

備えの重要性⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三八巻四号

3

⁝ 近江幸治＝道垣内弘人編﹃日中韓における抵当権の現在﹄︵成文堂︶

日本法における根抵当権

不動産問題と消費者法︱特に原野商法をめぐる問題点

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学四三巻一号

︶﹄︵有斐閣︶

藤井俊二先生古

︶物権︵

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝現代消費者法四四号

⁝⁝⁝⁝⁝ 森田修編﹃新注釈民法︵

大規模災害の被災地における居住権の保護

判例研究

稀祝賀論文集﹄︵成文堂︶

⁝花房博文ほか編﹃土地住宅の法理論と展開

三

債権質権設定について第三債務者のした質権者を特定しない承

昭和五十六︵一九八一︶年

4

仮登記担保法・特別法の抵当権

担保法の国際的動向︱ドイツ法⁝⁝⁝⁝⁝⁝比較法研究七七号

2

7

平成二十八︵二〇一六︶年
わが国における根抵当権の生成・比較・行方
⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三九巻三号
平成三十︵二〇一八︶年
多数当事者
引実務﹄︵日本加除出版株式会社︶

⁝鎌野邦樹編集代表﹃論点解説民法︵債権法︶改正と不動産取

︶

東日本大震災における釜石の奇跡と悲劇⁝広島法学四二巻二号
民法︵債権関係︶改正の意義と課題︵

1
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⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝判例タイムズ四三九号

諾の性質︵東京地判昭和五四・八・一五︶

成五・一一・二五︶⁝⁝⁝⁝⁝﹃消費者取引判例百選﹄︵有斐閣︶

住宅ローン融資の不実行と売買契約の解除・無効︵東京地判平

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃民法判例百選Ⅱ債権︹第四版︺﹄︵有斐閣︶

物上保証人と事前求償権︵最判平成二・一二・一八︶

平成八︵一九九六︶年

民四六七条の﹁債務者ニ対抗スルコトヲ得ズ﹂の意義︵最判昭

昭和五十七︵一九八二︶年
和五六・一〇・一三︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝民商法雑誌八六巻四号

る建物譲渡担保権者の建物収去土地明渡義務︵大阪高判平成七・

建物の譲渡担保権設定者が土地の占有権原を失った場合におけ

五・二五︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝判例評論四四九号

昭和五十八︵一九八三︶年
譲 渡 担 保 設 定 者 の 不 法 占 有 者 に 対 す る 返 還 請 求 権︵ 最 判 昭 和

平成九︵一九九七︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融判例研究六号

譲渡担保権者と滌除権︵最判平成七・一一・一〇︶

五七・九・二八︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝民商法雑誌八八巻三号
平成四︵一九九二︶年
損害賠償額の予定に関する特約がある場合において履行不能に
よる解除をしない填補賠償請求︵東京地判平成二・四・一七︶

譲渡担保設定者の受戻権放棄による清算金支払請求の可否︵最

判平成八・一一・二二︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学教室二〇〇号

不動産譲渡担保の受戻権放棄と清算金請求権の関係︵最判平成

平成六︵一九九四︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス四号
賃貸中の建物の譲渡担保と担保権者の敷金返還義務︵東京地判

八・一一・二二︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二一巻二号

における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合

平成十︵一九九八︶年

平成二・一一・五︶
無 限 定 な 包 括 的 将 来 債 権 譲 渡 の 効 力︵ 東 京 地 判 昭 和

︵最判平成九・六・五︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝民商法雑誌一一八巻三号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝椿寿夫編集代表﹃担保法の判例Ⅱ﹄︵有斐閣︶
六〇・一〇・二二︶⁝ 椿寿夫編集代表﹃担保法の判例Ⅱ﹄︵有斐閣︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス二一号

相殺の抗弁権︵東京地判平成一一・五・一〇︶

賃料債権に対する物上代位権の行使と保証金返還請求権による

平成十二︵二〇〇〇︶年

甲乙建物への各抵当権設定と甲乙建物合体後における抵当権存
続の肯否︵最判平成六・一・二五︶⁝⁝⁝⁝⁝法学教室一六八号
弁済期後における譲渡担保権者の目的不動産処分と受戻の許否

平成七︵一九九五︶年
︵最判平成六・二・二二︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス一一号

16

平成十八︵二〇〇六︶年

いわゆる一括支払システムにおける代物弁済条項の対内効︵東

平成十三︵二〇〇一︶年
民法一九四条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有

京地判平成一七・四・二六︶⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス三三号

国税の法定納期限等以前に将来債権の譲渡担保契約を締結し第

平成二十︵二〇〇八︶年

者は代価弁償があるまで右盗品等を使用収益できるかなど︵最
会員制レジャークラブのゴルフコースを廃止してその跡地に新

三者対抗要件を具備した場合と国税徴収法二四条六項の適用

判平成一二・六・二七︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝判例評論五〇五号
ゴルフコースを増設した場合における従前会員の施設利用権

︵最判平成一九・二・一五︶⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス三六号

年度重要判例解説﹄︵有斐閣︶

集 合 債 権 譲 渡 予 約 と 目 的 債 権 の 特 定 性︵ 最 判 平 成
一二・四・二一︶⁝⁝⁝⁝﹃平成

平成十四︵二〇〇二︶年

平成二十一︵二〇〇九︶年

二・二二︶⁝⁝⁝⁝⁝﹃不動産取引判例百選︹第三版︺﹄︵有斐閣︶

不動産譲渡担保の実行︵最判平成六・二・二二︶

集 合 動 産 譲 渡 担 保︵ 最 判 昭 和 五 四・二・一 五︑ 最 判 昭 和

平成二十二︵二〇一〇︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃民法判例百選Ⅰ総則・物権︹第六版︺﹄︵有斐閣︶

に対する債権での合意相殺との優劣︵最判平成一三・三・一三︶

﹄︵信山社︶

五七・一〇・一四︑最判平成一八・七・二〇︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃判例プラクティス民法

取引経験のない者の投資取引︵大阪高判平成二〇・六・三︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝金融商事判例一三三六号

平成一五・一二・一九︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃民法判例百選Ⅰ総則・物権︹第七版︺﹄︵有斐閣︶

不動産譲渡担保の実行︵最判平成六・二・二二︶

平成二十六︵二〇一四︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃消費者法判例百選﹄︵有斐閣︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス三〇号

いわゆる一括支払システムにおける譲渡担保合意の効力︵最判

平成十七︵二〇〇五︶年

占有の要否︵最判平成一三・一二・一八︶

年金担保貸付の違法性︵福岡地判平成二一・四・二三︶

1

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス二六号

有価証券に表章された金銭債権を受働債権とする相殺と証券の

平成十五︵二〇〇三︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝私法判例リマークス二四号

抵当権者の物上代位による賃料債権の差押えと賃借人の賃貸人

譲受人が背信的悪意者の場合の債務者の受戻権︵最判平成六・

︵最判平成一一・一一・九︶⁝ 金融商事判例別冊﹃ゴルフ法判例 ﹄
72

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃民法判例百選Ⅱ債権︹第五版︺﹄︵有斐閣︶

物上保証人と事前求償権︵最判平成二・一二・一八︶

12

17 − 鳥谷部 茂先生略歴及び業績

平成二十九︵二〇一七︶年
所 有 権 留 保・ 担 保 権︵ ① 最 判 昭 和 四 六・一・二 六︑ ② 最 判 昭 和
四三・一〇・一八︶⁝⁝﹃交通事故判例百選︹第五版︺﹄︵有斐閣︶
平成三十︵二〇一八︶年
不動産譲渡担保の実行︵最判平成六・二・二二︶

解説・共同意見・書評・資料・その他

⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹃民法判例百選Ⅰ総則・物権︹第八版︺﹄︵有斐閣︶
四
昭和五十五︵一九八〇年︶年

︵一粒社︶

学界回顧︱ドイツ法︵私法︶⁝⁝⁝⁝⁝法律時報六四巻一三号
平成五︵一九九三︶年
平成六︵一九九四︶年

学界回顧︱ドイツ法︵私法︶⁝⁝⁝⁝⁝法律時報六五巻一三号
椿寿夫教授主要研究目録
本評論社︶

⁝椿寿夫編﹃講座・現代契約と現代債権の展望・担保契約﹄
︵日

条︑ 条〜

条﹁保証﹂︑

学界回顧︱ドイツ法︵私法︶⁝⁝⁝⁝⁝法律時報六六巻一三号
平成七︵一九九五︶年

ＢＧＢ 条〜 条ａ﹁賃貸借﹂︑ 条〜
条〜 条﹁物の呈示﹂

778

︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二二巻二号

・完︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二二巻三号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二二巻三号

﹁成年後見制度の改正に関する要綱試案﹂に対する意見︵

︶

⁝半田正夫編﹃スリーステップ民法ゼミナール︹問題とヒント︺﹄

ての意見︵

﹁倒産法制に関する改正検討課題﹂における倒産実体法につい

平成十一︵一九九九︶年

ての意見︵

﹁倒産法制に関する改正検討課題﹂における倒産実体法につい

﹁借家制度等に関する論点﹂に対する意見 ⁝ 広島法学二二巻一号

平成十︵一九九八︶年

学界回顧︱ドイツ法︵私法︶⁝⁝⁝⁝⁝法律時報六七巻一三号

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝右近健男編﹃注釈ドイツ契約法﹄︵三省堂︶

775

・ 条﹂

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 法律時報五二巻九号
︱ 条﹂

770

ドイツ債権法仮訳と解説﹁ＢＧＢ
昭和五十七︵一九八二︶年
ドイツ債権法仮訳と解説﹁ＢＧＢ

・ 条ａ﹂

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 法律時報五四巻八号
ドイツ債権法仮訳と解説﹁ＢＧＢ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ 法律時報五四巻一〇号
昭和六十︵一九八五︶年
平成三︵一九九一︶年

金銭貸借と担保⁝⁝⁝⁝⁝平場安治編﹃法学入門﹄︵青林書院︶

768

﹁取得時効﹂﹁消滅時効﹂

平成四︵一九九二︶年

552

1

2

最近の担保判例とその評価︵検討会︶⁝⁝法律時報六三巻八号

811 549

415

551

552

809

414
549
552

1

18

平成二十二︵二〇一〇︶年

聖史︑蓮尾陽平︑二階堂年恵と共同執筆︶

高等学校における所有権に関する法関連教育の授業開発︵西本

鈴木禄弥﹃抵当制度の研究﹄

韓国における﹁動産・債権の譲渡等の担保に関する法律﹂及び

平成二十四︵二〇一二︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三四巻一号

﹁担保・執行法制の見直しに関する要綱中間試案﹂に対する意見

報告書

今を語る２００８︱２００９﹁バブル経済崩壊後の担保法改正﹂

研究Ｂ︑代表横山信二︑愛媛大学︑研究分担者︶

瀬戸内海地域の環境保全と管理法制に関する法学的研究︵基盤

平成十九︵二〇〇七︶年

広島大学︑研究代表者︶

非典型担保の実態・解釈・立法︵基盤研究Ｂ︑代表鳥谷部茂︑

平成十八︵二〇〇六︶年

島大学︑研究代表者︶

金融担保制度に関する実体法と手続法の研究︵基盤研究Ｃ︑広

︵基盤研究Ｂ︑代表中山充︑香川大学︑研究分担者︶

瀬戸内海地域の環境保全と海域利用に関する総合的法学研究

平成十五︵二〇〇三︶年

五

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学四〇巻一号

ドイツ物権法条文訳︱抵当権︵

平成二十八︵二〇一六︶年

関連法規︵金鉉善と共著︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三六巻一号

﹁建物区分所有法改正要綱中間試案﹂に対する意見

これが民法の試験問題だ・物権法・広島

平成十六︵二〇〇四︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二六巻二号
﹇特集﹈全国法学部

大学⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝法学セミナー五八九号
ベーシックラーニング＠ロースクール物権法⁝⁝第一法規出版
﹁動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案﹂
平成二十︵二〇〇八︶年

に対する意見⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二六巻二号
髙橋弘先生︱その人と学問⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三一巻四号
平成二十一︵二〇〇九︶年
小学校における私法に関する法関連教育の授業開発︵西本聖史︑
川上秀和︑二階堂年恵と共同執筆︶

2

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島大学アルバム２００９

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学三三巻一号

︶１１２３条〜１１３０条

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二六巻二号

平成一四︵二〇〇二︶年

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝加藤雅信ほか編﹃民法学説百年史﹄︵三省堂︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝広島法学二二巻四号

﹁成年後見制度の改正に関する要綱試案﹂に対する意見︵ ・完︶
2

