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アルフォンソ 10 世賢王「七部法典」による時効の概念について 

⻘砥清⼀（神⽥外語⼤学） 

 

1. はじめに 

・ 『七部法典』（Las Siete Partidas） 

・ アルフォンソ 10 世賢王（Alfonso X El Sabio, 在位 1252-1284） 

・ 「徳による統治」 対神徳（信仰、希望、愛）と枢要徳（知慮、節制、勇気、正義） 

・ ⻄ゴート王国崩壊後に⽣じた法的多様性（地⽅特別法 fueros）を統⼀する試み 

・ 期間 tiempo を事由とする物の取得と喪失（取得時効と消滅時効） 

・ 時効制度の⽬的、時効不適⽤物、時効要件、時効期間の種類 

・ 時効学説の検証 

 

2. 時効学説 

＜時効制度の存在理由＞ 

① ⻑期にわたり永続する事実状態を尊重し、これを前提に構築されている社会秩
序・法律関係の安定を図り、取引の安全を保護する。（通説） 

② 永年⾃⼰の所有物として物を占有している者は所有者である蓋然性が強い。⻑
期間が経過すれば所有権取得の証拠が失われやすい。過去の事実を⽴証する困
難からこの者を救済し、残存する証拠のみによる裁判の危険を防ぐ必要がある。 

③ ⾃⼰の権利を⾏使せずに放置していた権利者は、法による保護を受けられなく
てもやむをえない。「権利の上に眠る者は保護に値せず」 

 

＜反対意⾒＞ 

①ʼ ⻑期占有者を信頼した第三者の保護を取得時効の⽬的とした場合、悪意の第三
者までも保護する結果となる。 

②ʼ 時効を主張する者が債務を弁済していない事が判明しても保護される側⾯を説
明できない。 

③ʼ 必ずしも債権者は⾃⼰の権利の⾏使を怠るとは限らず、債務者の事情に配慮し
て請求を控えるような場合もあり、それにも拘らず時効が完成したからといっ
て債権者に権利を喪失せしめるのは理不尽。 

 

3. 七部法典の時効制度 

＜時効制度の存在理由＞ 

古の時代、かの賢⼈達が期間により物の得喪が可能となる旨を定めた動機は、各⼈が



⾃⼰の物に関して有する所有権を確認し得るようにするためである。さもなくば、注
意を怠り、⾃⼰の所有物を失念する輩や、⾃⼰の所有地であると誤解し、そこに闖⼊
して占有する輩が現れるであろう。そうなれば誰の所有物であるのかが不確かとなり、
様々な訴訟及び紛争が⽣ずるかもしれない。したがって、かくの如き訴訟⼜は紛争か
ら⽣じ得る訴訟費⽤及び損害を回避せしむるため、占有者に対して請求し得たにも拘
らず懈怠によりそうしなかった場合には、法定の時効期間をもって当該請求物の得喪
が⽣じ得るとともに、当該物の所有権が誰に帰属するのか確定せしむるを相当と判断
されたのである。（3.29.1, 下線筆者） 

 

＜時効不適⽤物＞ 

「信仰」 神聖物 cosa sagrada（教会堂、教会の不動産、祭壇、⼗字架、聖杯、提げ⾹
炉、祭服等）、聖護物 cosa santa（都市の城壁・城⾨）、宗教物 cosa religiosa（墓
地、聖職禄、教会⼗分の⼀税等）（3.28.1,13,15） 

「封建制」 主君の許可なく譲渡された封地（4.26.10） 

「王権」 統治権、王税（3.29.6） 

「共有地」 広場、街道、牧草地、⼊会地等（3.29.7） 

「⾝分」 ⾃由⼈（3.29.6）。25 歳未満の未成年者、⽗権に服している⼦、および妻の財
産（3.29.8）。キリスト教領内を悪意で逃⾛中の奴隷（3.29.23）。出征中の騎
⼠の財産（2.21.24）。捕虜にされている者の財産（2.29.5） 

 

＜時効要件＞ 

1) 「正権原」derecha razon 

売買、贈与、遺贈、交換などの正当な権原により⽬的物を取得すること。 

2) 「善意」buena fe 

⽬的物の占有開始時に譲渡⼈がその所有者であり且つ譲渡権限を有していたと信じてい
たこと。↔カノン法 占有全期間の善意 

3) 「占有」possession 

本⼈または本⼈の名において代理⼈が無中断で⽬的物を占有すること。 

（3.29.9）（⻑期 30 年の時効を除く） 

 

＜時効期間＞ 

100 年 
- ローマ教会財産の取得時効 

- 都市のため他⼈物に設定された⽤益権の消滅時効 

40 年 

- ローマ教会を除くカトリック教会、聖職者および修道会に帰属する物の取得時効 

- 共同使⽤されない共有物の取得時効 

- 担保⽬的物請求権の消滅時効 



30 年 

- 善意・正権原のない占有物の取得時効（国王・教会の財産を除く） 

- 債権の消滅時効 

- 担保⽬的物の取得時効（悪意） 

- 奴隷による⾃由⾝分の取得時効（悪意） 

現在中 10 年 

不在中 20 年 

- 不動産の取得時効 

- 担保⽬的物の取得時効（善意） 

- 奴隷の⾃由⾝分の取得時効（善意） 

- 役権の取得時効・消滅時効 

- ⽤益権の消滅時効 

3 年 - 動産の取得時効 

 

4. むすび  

・ 七部法典によれば、時効を正当化する主な理由は②と③。 

・ 権利者の懈怠により権利の証明が困難になる。⇨③と②は原因と結果の関係。 

・ ③は、無権利者に権利を与えるという時効の反道徳性を克服するための道徳的な弁明
として②を補完。⇨両者を切り離して考えられない。 

・ ①について。時効要件の期間に⻑期と短期の差を設けるところに永続的な事実状態を
尊重する姿勢（取引の安全がどれだけ意識されていたかは不明）。⽬的物の占有者を
信頼して取引をした第三者の保護、即ち動的な安全を保護するもの。⇨近代資本主義
と調和する。 

・ ①ʼについて。悪意の占有者から悪意で⽬的物を譲り受けた第三者には時効の援⽤を
認めない。悪意で担保⽬的物の占有を取得した第三者には時効期間を 30 年に延⻑。
30 年の時効取得者が爾後に占有から離脱したときには返還請求権を原則認めない。 

   ⇨時効取得者を権利者に擬制する。 

・ ②ʼについて。たとえ時効を主張する者が債務を弁済していない事実が判明したとし
ても、30 年という⻑きにわたる債権者の懈怠は債務者をして過酷な証明責任を負わ
せる。⇨債務者に時効の保護を受けさせる道義的責任が債権者側にある。 

  都市間の商取引の拡⼤した 13 世紀カスティーリャ、時効制度の導⼊により無⽤な訴
訟費⽤と損害を回避できる。⇨反道徳性の不利益を上回る公共の利益 

・ ③ʼについて。30 年の取得時効に関する規定において、時効取得した不動産の占有を
失った者が当該占有を取り戻した真の地権者による証明に対抗し得ないとして、取得
時効の効⼒に⼀定の相対的制約。⇨時効の反道徳性との均衡。封建制度の維持。 

 

【結論】（⼀）証明の困難という訴訟⼿続き上の理由から②が⽣まれた。（⼆）②の原因かつ
道徳的弁明として③が補強された。（三）近代以降、資本主義の要請から①が台頭し、②③
の上に⽴った。（四）近代法の時効制度が⼀定の期間と要件をもって権利関係を終局的に確



定させることにより、中世法で対処されていた道徳上の問題が再出するに⾄った。 

 
原  典 

LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY don Alfonſo el nono, nueuamente Gloſadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Conſejo 

Real de Indias de ſu Mageſtad. Impreſſo en Salamanca por Andrea de Portonaris, Impreſſor de ſu Mageſtad. Año. M.D.L.V. Con 
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