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ü何故、⺠法から検討する必要が存するか？
u現在、盛んに話題となっているNFT(特にコレクティブル)をはじめとして、

それそのものに財産的価値を有する財産殊*が流通するに⾄っている。
Ø以下は、コレクティブル(保有や収集を⽬的とし、希少性に価値を持たせたNFT)に区

分されるNFTの取引数変遷である(Non-Fungible.com, https://nonfungible.com/ (last 
visited 14 Jan. 2022)。

*本稿現段階では「物」たりうるかの検討前であるため、「財物」ではなく「財産殊」と表記。

1. はじめに #⼀般法から検討することの意義
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ü何故、⺠法から検討する必要が存するか？
u現在、盛んに話題となっているNFT(特にコレクティブル)をはじめとして、それその

ものに財産的価値を有する財産殊*が流通するに⾄っている。
uブロックチェーン技術を⽤いた暗号型財産殊は、必ずしも通貨的性質に限られな

い。
uつまり、「暗号通貨」に限って云えば、従来通りの通貨的解釈でよいが、通貨的性

質を有さない暗号資産については、新たな定義が必要となる。

üところが、仮に個別に財産的性質を持つものにつき逐次⽴法を⾏うのみで
あれば、当該⽴法が存在しない間、当該財産殊につき法の⽋缺、或いはそ
れに類する状況を齎しかねない。

Øそこで、(無論、後々個別定義が必要となる場合も存する
が)⼀般法によって、予め包括的な定義を⾏うことが望まし
い。

1. はじめに #⼀般法から検討することの意義



ü尤も、本邦の⺠法典に於いては「この法律において『物』とは、有体物を
いう」との規定が為される(⺠法85条)。

Ø そのため、裁判例(東京地裁平成27年8⽉5⽇LLI/DB 判例秘書(L07030964))においては「所有権
は，法令の制限内において，⾃由にその所有物の使⽤，収益及び処分をする権利であるところ(⺠
法206条)，その客体である所有「物」は，⺠法85条において「有体物」であると定義されている。
有体物とは，液体，気体及び固体といった空間の⼀部を占めるものを意味し，債権や著作権などの
権利や⾃然⼒(電気，熱，光)のような無体物に対する概念であるから，⺠法は原則として，所有権
を含む物権の客体(対象)を有体物に限定しているものである」との判断が為されたほか、学説的に
も、当該「有体」性要件を基礎に検討が進められている。

ue.g.森⽥宏樹「仮想通貨の私法上の性質について」⾦融法務事情2095号(2018), 14-23⾴では、上記
の前提の下、「財産権」としてあらたな権利としての構築を検討している。

1. はじめに #⺠法85条という「障壁」



üしかし、「物とは、有体物をいう」という⽂⾔の趣旨は、ここで検討する
暗号型財産殊をも排除する意図であろうか？

ü換⾔すると、そもそも「有体物」に対置される「無体物」の解釈は、暗号
型財産殊を含むのであるかが、そもそもの問題となる。

üそこで、先ず、既発表拙稿「暗号型財産の法的性質に関する「物」概念か
らの再検討 : ⺠法85条の趣旨に関する制定過程からの問いかけ ; 暗号通貨
（仮想通貨）にかかる議論を踏まえ」⼀橋研究45巻1-2号も参照しつつ、
「有体物」及び「無体物」の意義を再確認したい。

1. はじめに #⺠法85条という「障壁」
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ü「有体物」及び「無体物」といった「物」概念を巡って、その概念の変遷
を遡ることによって検討を⾏いたい。

ü本報告では、ローマ法、それを踏まえたABGB(オーストリア⼀般⺠法
典)、その批判としてのBGB(ドイツ⺠法)、そして本邦への継受という流
れを参考に、この順番での検討を⾏う。

üここで、⼀⾒、「ローマ法」と云うと、遡りすぎて、本報告での参照には
不適切であるように思えるが、そもそも、「有体物」と「無体物」の対置
構造は、ユ帝「法学提要」に於ける三分法に由来する旨、予め強調する。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #ローマ法に於ける「物」概念



ü法学提要(Institutiones)は、ガイウスのものについても、後の(それを踏ま
えた)ユスティニアヌスのものについても、⼈(persona)、物(res)、訴権
(actio)の三分法を採る。

ü法学提要とは、逐条解説的に具体的に書かれたものであり、当時で謂う教
科書に該る。そのため、ローマ法上での当該語彙の定義を検討するに該
り、具体的な⽂が登場する。

ü以下、ガイウス提要及びユスティニアヌス提要に於ける「有体物」「無体
物」について、翻訳、引⽤の上検討を⾏う。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #ローマ法に於ける「物」概念



uGaius, Inst. Ⅱより、
ü 加えて，物には有体ある也，無体ある也 (12. Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam

incorporales.)。

ü 有体とは，触覚可能の，⼟地，奴隷，⾐服，⾦銀その他無数の物を謂う也(13. Corporales hae sunt, 
quae tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis aurum argentum et denique aliae res
innumerabiles.)。

ü 無体とは，触覚不能の，例えば，相続財産，⽤益権，または様々な債権といった，法的に存在する
性質のもの也 (14. Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in jure consistent:
sicut hereditary usus fructus, obligationes quoquo modo contractae.)。

Ø下線筆者。今⽇での無体物概念を抽象的に「触れることができないもの
(quae tangi non possunt)」のみが強調され，権利殊などの例⽰を無視して
誤解の原因になっているものと思われる。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #ローマ法に於ける「物」概念



uGaius, Inst. Ⅱより、
ü法的に存在する性質のもの(jure consistent)の具体例
u相続財産に有体物が含まれ，⼟地から得られた果実といったものが有体物たりうる。合意により帰

属する⼟地や奴隷，⾦銭も有体物である。相続の中に有体物が含まれていても関係しない。⼟地か
ら得られた果実が有体物であるとしても[である]。そして，それは，例えば債務により課せらたも
のが，屡々有体物，⼟地，奴隷，⾦銭などであっても関係しない。しかし，相続権や⽤益権，そし
て法的債務⾃体は無体物である(nec ad pertinet, quod in hereditate res corporales continentur et 
fructus qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt et quod ex aliqua obligatione nobis debetur, id 
plerumque corporale est, veluti fundus homo pecuniary; nam ipsum ius succesionis et ipsum ins 
utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporales est.)。

Øこれは，例えば労働契約などのことを指す。即ち，⼈そのものについては
間違いなく有体であるが，⼈による役務提供⾃体は無体である，という意
味である。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #ローマ法に於ける「物」概念



uIustiniani, Inst. Ⅱ, 「無体物について(De Rebus Incorporalibs)」より、
ü 物には有体ある也，無体ある也。有体物は本質的に触覚可能な，例えば⼟地，奴隷，服飾品，⾦銀，そ

の他無数のもの也(Quaedam practerea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt, 
quae sui natura tangi possunt: veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res
innumerabiles. )。

ü 「無体[物]は他の触覚不能なもの也。法的な性質のものである。例えば，相続と⽤益権，或いは契約から
⽣ずる様々な債務である(Incorporales autem sunt, quae tangi non possunt. qualia sunt ea, quae in iure
consistunt: sicut hereditas, usus fructus, obligationes quoquo modo contractae.)。」

üユ帝提要は、このようにガイウス提要を踏まえる。
ü無体物は、「法的に存在する性質のもの(jure consistent)」として述べられる。あくまでも、

法学提要の三分法に従う結果、resは「物」というより、「客体」程度の意味となっている。
Øこのように、専ら「法的に存在する性質のもの(jure consistent)」として定義され、その

他の含み(本報告で論ずるべき暗号財産殊は勿論、電気等についても)は持たないのであ
る。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #ローマ法に於ける「物」概念



ü旧⺠法に於いては、前述の提要に近い分類を⾏っていたのに対して、パン
デクテン⽅式に移⾏した⺠法85条については、BGB§90を⺟法として、
同様に規定する。

ØBGB§90: Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

üそのBGB§90は、先⾏するABGBへの批判も含みつつ参照する
(Staudinger/Jickeli/Stieper(2004) Vorbem 1 zu §§90-103, Rn.7 )ため、その接続も踏ま
えて検討する必要が存する。

Øその典型であるのが、本規定であり、この⽂脈を踏まえて本邦⺠法典85条
及びBGB§90に於ける「有体物」を読み込まねば、その趣旨について誤
解が⽣じる。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #BGBに於ける「物」概念



üABGBに於いては、物の定義たるABGB§292条、占有客体を規定するABGB§311、そ
して所有客体を規定するABGB§353の何れも、有体物(körperliche Sachen)と同様に無体
物(unkörperliche Sachen)をも含める。

Øしかし，ここに謂う「無体物」とは，先に紹介したローマ法上の観念と同様に「権利」
であり(§292)，その占有も「権利の上の占有(Rechtsbesitz)」として観念される(§311)
ものにすぎない(Helmut Koziol = Peter Bydlinski = Raimund Bollenberger(Hrsg), ABGB 
Kurzkommentar 5. Auf, (Wien, 2017), S. 329)。

üまた、本邦旧⺠法の「物ニ有体ナル有リ無体ナル有リ」(財産編6条)はこれを参考にする
ものである点にも留意したい。

Ø即ち、ここでいう無体物とは、「債務ノ包括」(第三項)に加え、知的財産的意味での無
体財産権が第⼆項にて観念されたにすぎない。
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üProtokolle(BGB第⼆草案議事録)§781に於いても、類似のローマ法依拠
的な態度が⾒られる。

üこのように、それまでの⺠法典に於いて「権利殊」が⼀般に「物」に含ま
れていた旨をギールケは強調する(Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht 
zweiter Band, (Leipzig, 1905), S. 1 )。

Øこれにつき、「しかし，物権法は有体物を念頭に造られており，この物権
法は，様々な⽅法で置き換えられるのみならず，その性質に照らして異
なった⽅法で個々の種類の無体物に転⽤された(Allein das Sachenrecht ist 
zunächst für die körperliche Sachen ausgebildet und wird nicht nur auf die 
einzelnen Arten von unkörperliche Sachen in ungleichem Umfang 
übertragen, sondern auch je nach deren Beschaffenheit hierbei in 
verschiedener Weise umgestaltet.) 」として、⼀部の権利殊への転⽤を観
念した(Ebenda. S.3)。
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üMotive(第⼀草案議事録)には、以下のヴィントシャイトの教科書上の⽂⾔
が引⽤される(Windscheid, Pandekten(1888), Bd Ⅰ§137)。

ü「ローマ物権法の発展は有体物件(Dinge)としての物の概念に基礎を置いている。ローマ
法上の，物権のres corporalesとres incorporales への区分からは，観念の中にのみ存在す
る物件を総ての或は個々の関係において有体的物件の如く扱うことが法律上禁⽌されて
いないということが帰結されうるにすぎない 」(邦語訳は曾⽥「物の抽象性と有体性
(1)」法学協会雑誌第91巻第3号(1974), 457⾴より引⽤)

üこの上で、Motive, Bd. 3, s.1では「単に観念の中に存する物件殊に集合物と権利の上には
現実的⽀配⼒は⾏使され得ない」 とする。

ØBGBが今⽇に⾄って有体物に限定するのは，かかるヴィントシャイトの主
張の如く，第⼀に権利殊を物権から除外した上で，あくまでも「観念上の
物件殊」が排除された結果である。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #BGBに於ける「物」概念



ü本邦現⾏⺠法85条は上記BGB§90を踏まえるが、そうであれば、暗号型財産殊について
は、アプリオリに⺠法典から排除されたのではなく、「観念上の物件殊」であり、従っ
て、当然に考慮されないものであったにすぎない。

üこの前提を踏まえると、東京地裁平成27年8⽉5⽇で述べられたような「有体物に限定し
ているものである」とは⾔い難い。

ü尤も、当該事例に於いては、原告の主張通りであると、排他性のみを要件とするため、
判決同様、「このような考えによった場合，知的財産権等の排他的効⼒を有する権利も
所有権の対象となることになり，「権利の上の所有権」という観念を承認することにも
なるが，[中略]物権と債権を峻別している⺠法の原則や同法85条の明⽂に反してまで
「有体物」の概念を拡張する必要は認められない」との反論は免れない。

Ø従って、「有体」性への固執を「ドグマ」であると批判しつつも、①従来
の所有権と全く同質ではありえないことに留意し、②「権利の上の所有」
との混同を避けるべく、その要件は慎重に検討される必要がある。

2. ⺠法85条の趣旨再検討 #「有体」性要件というドグマ
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üここまでに述べたように、⺠法85条は本来的に無体物を排除する趣旨では
ない(⽂⾔上、「有体」性要件が存するのみである)。

ü従って、全く同質の所有権ではないにせよ、所有権類似の権利を観念しう
る。

üしかし、従来、「情報」に対してフリーライド防⽌的意義の無体財産権は
認められながらも、根本的に「物」性は観念されてこなかった。

Øe.g.最判平成16年2⽉20⽇⺠集58巻2号475⾴(通称「ギャロップレーサー事件」)、東京地判平成
14年7⽉3⽇判例時報1793号128⾴、最判昭和59年1⽉20⽇⺠集38巻1号1⾴(通称「顔真卿事件」)等

üまた、電気のような無体物件殊についても検討こそ⾏われたが、⺠法上で
は「物」として認められてこなかった。

Øこれらと暗号資産の違いは何か？

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #基本的要件の検討



ü「⼀般情報無体物」と「暗号型財産」は峻別に該り、⼀般情報無体物の性
質を検討すると、
①情報の「⾮競合財」性
Ø即ち、例えば、或る情報をAという⼈物に伝えた(敢えて云うなれば，「譲渡」に該る)ところ

で、かかる情報は情報主から失われるところでなく、競合性を持たない。
②物理的な境界の不存在
Ø即ち，境界が不存在である状態、「物」性、翻って、所有権なる絶対権を与えることは，⼀度公開

すれば無制限に利⽤可能となる⼀般的な情報無体物に対しては不適である。
③排他的⽀配可能性
Ø 例えば、競⾛⾺の名前であるとか、かえでの肖像であるとか，或いは既に著作権が切れている所有

物のコピーを勝⼿に販売されたという事案であるとか，そのように，正当に所有されている「有体
物」に根ざしていても、排他的⽀配可能性がないものについては悉く「所有権の客体」として認め
られてこなかった。このような，排他的⽀配性の観点でも，⼀般的な情報無体物はかような問題を
抱える。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #基本的要件の検討



ü電気についてはどうか？
Ø⺠法上*、物権的返還請求権という、所有権の権能を考慮した際、電気とはそもそも使⽤

しようと通電を⾏うのみで同⼀の概念は全くこの世から消えてしまう消耗財である。そ
の点で，そもそも返還請求を観念しえず，⼀般情報無体物とも異なって、そもそも所有権
の⾏使が観念されない(川村泰啓『商品交換法の体系(上)』(勁草書房,1967)，53⾴)。
*刑法上では「電気窃盗」が存するが、それはあくまでも「窃盗」の特殊類型として定めたにすぎず、⺠法での「物」の問題と
は異なる。

Ø従って、電気については、損害賠償請求権を得るに留まり、「物」として
観念されずとも「損害」として観念されれば⾜りる。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #基本的要件の検討



u具体例①: 暗号資産と⼀般電⼦無体物の峻別
ü前のスライドにて述べたように、⼀般電⼦無体物は①⾮競合財であり、
②境界が存しない上、③排他的⽀配可能性も存しない。

üそれに対して、暗号資産は、①競合財であり、②他者との境界が存する。
Øこれに対して、③排他的⽀配可能性はどのように検討するべきか？
Ø 裁判所は「⼝座Aから⼝座Bへのビットコインの送付は，⼝座Aから⼝座Bに「送付されるビットコ
インを表象する電磁的記録」の送付により⾏われるのではなく，その実現には，送付の当事者以外
の関与が必要である」 として否定(前掲・東京地裁平成27年8⽉5⽇)。

Ø しかし、P2P⽅式を⽤いたトランザクションは、あくまでも真正性の担保(プルーフ)のために⾏わ
れるものに過ぎず、加えて、特定の何者か(例えば、特定企業のサーバー)が中央集権的にこれを処
理するわけではないこと、当該プルーフへの恣意的介⼊は困難であることを踏まえれば、排他性を
観念して差し⽀えない(See. Federal Council, ʻLegal framework for distributed ledger technology and 
blockchain in Switzerlandʼ,(Bern, 2018), p.45)。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例①: 暗号資産と⼀般電⼦無体物



u具体例②: 暗号通貨と電⼦マネー
ü⼤前提として、暗号”資産”と暗号”通貨”の異なる点は何か？
Ø暗号通貨は、暗号資産の⼀種であるが、⾦銭としての性質を持つ。
Øその帰結として、アプリオリには存した所有権が、⾦銭の「占有＝所有権」論により、
移転してしまう。

Ø従って、(分別管理など、破産法上の特定の要件を満たさない場合や、⾦融機関等の分別
管理義務のような事由が存しない場合)破産法62条の取戻権の前提たる所有権を⽋くこと
になる(従って、Mt. Gox事件当時について云えば、裁判例と結論を異にするところでは
ない)。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例②: 暗号通貨と電⼦マネー



u 具体例②: 暗号通貨と電⼦マネー
üでは、暗号通貨と電⼦マネーはどのように異なるか？
ü 「仮想通貨(Virtual Currency)」 という呼称⾃体には、電⼦マネーを含みうる。
Ø これにつき、電⼦マネーのように、予め特定企業に⼊⾦し、その特定企業との関係により価値を得るも

のは、あくまでも当該企業との契約に基づく債権債務関係*によって利⽤が可能になるにすぎないため、
⾮交換可能性仮想通貨(Non-Convertible Virtual Currency)と呼ぶ(所謂、前払式決済⼿段)。
*契約に基づく債権債務関係に留まる旨、東京地判平成30年3⽉9⽇判タ1466号198⾴事件参照。

Ø これに対して、BTCをはじめ、暗号通貨と呼ばれるものについては、価値を認める第三者との取引で使
⽤が可能な、交換可能仮想通貨(Convertible Virtual Currency)と呼ぶ。

ü電⼦マネーはあくまでも当該中央集権的に管理され且つ、契約に基づく債権債務関係でしか
ない。そうであるところ、暗号通貨は、それ⾃体に独⽴した価値が存し、また、中央集権的
管理下にもない。

Ø※この意味で、現⾏の特定企業によって管理されたメタバース(即ち、中央集権型メタバース)
上の⼟地をNFTで売買したとしても、NFT⾃体はともかく、当該⼟地につき法的意味での
「所有権」があるとは云い難い(当該メタバースを構築する企業との債権債務関係にすぎな
い)。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例②: 暗号通貨と電⼦マネー



u具体例③: NFTアートとNFTに”紐付けられた”アート
üNFTとは、Non-Fungible Token(⾮代替性トークン)の略称である。

üあくまでもトークンであるため、その性質は多岐に渡る旨、留意すべきである。

Øトークン殊の法的性質の基本的検討につき、スイス連邦連邦参事会の報告
(Federal Council, ʻLegal framework for distributed ledger technology and blockchain in 
Switzerlandʼ,(Bern, 2018))が参考になる。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例③: NFTアートと”NFTに紐付けられた”アート



u具体例③: NFTアートとNFTに”紐付けられた”アート
ü本報告では、以下の区分も踏まえ、法的性質を具体的に検討しやすいこと

から、アートを例にとるが、本検討の射程はアートに留まらない旨、留保
する。

üスイス連邦参事会報告は、それそのものに価値が内在するトークン(native 
(intrinsic) token)と、あくまでも価値⾃体は外在的に存するのみで、トー
クンに紐付けられているに過ぎないもの(non-native token)とに分類する
(Ibid. p. 34)。

üそうであるところ、単なるデジタルアートではなく、NFT化されOpenSea等で取引され
ているものについては、前者、即ち価値内在型トークンであると云える。

Øこれについては、前述の基準に照らして「物」概念性が観念できる。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例③: NFTアートと”NFTに紐付けられた”アート



u具体例③: NFTアートとNFTに”紐付けられた”アート
ü他⽅で、NFTにあくまでも外在的価値を有する物件殊(例えば、現実世界

に存在するリアルアート等)が紐づけられているにすぎない場合はどうで
あるか？

üあくまでも、当該外在的価値を有する物件殊に対して(現⾏法上はともか
く、あくまでも⽤途として)何らかの権利が存在することを証明するもの
にすぎない。

Ø従って、この類型のトークンについては、「物」概念を類推して検討する
ことは難しい。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例③: NFTアートと”NFTに紐付けられた”アート



u 具体例③: NFTアートとNFTに”紐付けられた”アート
ü但し、上記はあくまでも「物」概念として、所有(或いは類似の権利)の客体たり

うるかに対する検討である。
ü即ち、価値外在トークン殊は私法上の位置付け次第で、以下のような活⽤が考え

られる。
• 債権譲渡に於ける債権譲渡登記としての活⽤
• 同様に、譲渡担保の動産譲渡登記をはじめとした動産登記簿として活⽤
• 上の動産登記を踏まえ、⼀般動産に対する区分所有権の設定可能性
• ⼈格権を含まない著作権の所在(但し、トークンそのものは保護期間を過ぎてもパブリックドメイン化するわけ

でないため、対応関係は問題となる)

ü無論、上記は例⽰であり、トークン殊の活⽤は他にもありうる旨、留保す
る(但し、あくまでも価値外在トークンについては、⺠法上の「所有権」
を類推できない)。

3. ブロックチェーン技術への適⽤ #具体例③: NFTアートと”NFTに紐付けられた”アート
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ü上に述べた通り、原則としては「有体」性要件への固執はドグマーティク
なものにほかならない。

ü⽅向性としては、⽶国UCCやスイスBundesgesetz zur Anpassung des 
Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer
Register vom 2020を参考としつつも、必ずしも同調するものではない。

4. むすびにかえて #権利に関する今後の課題



üしかし、必ずしも完全に同質な「所有権」は観念し難い。
Ø例えば、秘密暗号鍵の法的処遇が以下の観点から問題となる。
l 秘密暗号鍵⾃体は、前の区分に謂う単なる⼀般的情報にすぎない
l 従って、暗号資産⾃体が物権的保護を受けることができるとしても、秘密暗号鍵については

⾮競合財であり、境界性も有しない状態ならしめられる。
l また、これに伴って、強制執⾏を⾏うにせよ「秘密鍵の差押え」は⾏うことが出来ない。

ü考えうる⼿段として、同等の価額による損害賠償に留まり、そうであれば、所有
権類似の権利を認めたとしても、従来の所有権に基づく権利⾏使は、⼗分に⾏わ
れないことになるという批判はありうる(課題)。

ü尤も、「権利が不存在である」という主張は斥けられること、また法的性質とし
ても、暗号資産の「物」性に鑑みて、所有権類似の権利殊としての検討は⾏われ
るべきである。

4. むすびにかえて #権利に関する今後の課題
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