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 六法とノートを用意してください。
 条文が出てきたら必ず六法で確かめましょう。
 疑問点は，ノートに書きとめ，理解できたら，メモを追加しましょう。
 そのノートがあれば，定期試験の準備がとても楽になります。
 しかも，そのノートは，あなたの一生の宝になることでしょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権法総論2の講義を始めます。■★六法とノートを用意してください。★条文が引用されている箇所では，必ず，六法を開いて，その条文を読むようにしましょう。★わからない箇所に出会ったら，そこで止まらずに，どこがわからないのかをノートにメモし，先に進みましょう。■学習が進んで，ノートに書いた疑問点が理解できたら，もとにもどって，それをノートにつけ加えておきましょう。それが，あなたの成長の記録になります。★そのノートがあれば，定期試験の準備が，らくになるだけではありません。そのノートは，あなたの一生の宝となるはずです。



（復習）債権譲渡・債務引受を
利用した弁済・決済

1. 振込み…債権譲渡と債務引受の組合せ

2. 電子マネー…人的抗弁付の債権譲渡

3. クレジットカード…債権譲渡の繰り返し
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権譲渡と債務引受を利用した決済の仕組みについて，復習をします。■★第1は，債権譲渡と債務引受を組み合わせた振込みです。■振込みは，郵便貯金では，現金による資金移動だけを振込みといい，預金債権の移転等，その他の資金移動を郵便振替えと呼んでいますが，銀行では，両者とも，振込みと呼んでいますので，ここでは，郵便振替と▲銀行振込み▲とを含めて，「振込み」という用語を使うことにします。■★第2は，電子マネー，特に，プリペイドカードによる決済の仕組みを説明します。債務引受説と債権譲渡説が対立していますので，両者の異同について説明します。■★第３は，クレジットカードの仕組みです。クレジットカードの仕組みは，一見複雑に見えますが，債権譲渡の繰り返しと考えると理解が容易になります。



2-2-2. 従来の決済手段としての現金支払
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債権

決済＝現金による支払い
＝通貨の移動

金銭債権債権者 債務者

 従来の金銭債権の弁済
 現金（強制通用力のある通貨）の支払が弁済と考えられてきた。

 最近の金銭債権の弁済

 最近では，代表的な「賃金の支払」についても，預金債権（預金通貨）に
よって支払われることが常態化している。

 労働基準法第24条（賃金の支払い）

 通貨による支払いが原則。ただし，「確実な支払の方法で厚生労
働省令で定めるものによる場合」について，例外を認めている。

 労働基準法施行規則第7条の2第1号
 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働

者の預金又は貯金への振込み

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★金銭債権の決済について検討することにしましょう。★従来の金銭債権の考え方によると，★現金（強制通用力のある通貨）の支払が弁済と考えられてきました。■★しかし，金銭債権の弁済方法を観察してみると，★最近では，代表的な「賃金の支払」についても，預金債権（預金通貨）によって支払われることが常態化しています。■★例えば，労働基準法 第24条（賃金の支払い）においては，★通貨による支払いが原則とされていますが，「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」について，例外を認めています。すなわち，■★労働基準法施行規則 第7条の2第1号は，★当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みをもって，賃金の有効な支払いと認めているのです。



2-2-3. 預金債権による支払（1/3）
→現金支払，並行移動，振込み
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預
金
口
座

債権金銭債権

銀行

債権者 債務者

 債務者の金銭債権を消滅させる
には，現金払いに代えて，債権者
の口座に預金債権を発生させる
方法も認められる。

 つまり，銀行が，金銭債権につい
て，預金債権（預金通貨）として，
債務引受してくれると，目的は達
成される。

 そのためには，どうすればよいの
か? 民法には明文の規定がない!

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★金銭債権のうち，現代において，最も重要な地位を占めるのは，預金債権ですが，この預金債権はどのような特色を有しているのでしょうか?■★現代においては，金銭債務の弁済方法として，現金払いのほかに，現金払いに代えて，債権者の口座に預金債権を発生させる方法，すなわち，預金による銀行振込みが認められています。★つまり，銀行が，金銭債権について，預金債権（預金通貨）として，債務引受してくれると，弁済の目的が達成されます。■★これは，民法で説明すると，銀行が，債務者の債務についって，債権者の預金口座という債権枠の中へ預金債権として引き受ければよいことを意味しています。■銀行は，債務引受をすることによって損失を被るのですから，それに対して，債務者が対価を支払う必要があります。★そのためには，どうすればよいのでしょうか。■この最終的な債務引受を実現する方法について，これから徐々に学習していくことにします。■



2-2-4. 預金債権による支払（2/3）
←現金の支払，原理，振込み
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預
金
債
権

原因債権原因債権

預
金
債
権

債権者 債務者

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

諾約者
（被仕向銀行）

 口座振り込みするには，
自分の口座の預金債権
を相手方口座に並行移
動すればよい。

 しかし，民法には並行
移動の制度がない!

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現代においては，現金決済と並んで，銀行振込みがよく使われており，現金支払を原則とする賃金の支払いについても，労働基準法24条タダシガキによって，銀行振込みによる支払が厚生労働省の省令で現金支払と同等の価値が認められています。★したがって，口座振り込みするには，自分の口座の預金債権を相手方口座に，並行移動すればよいのです。★しかし，民法には並行移動の制度がありません。



2-2-5. 預金債権による弁済（3/3）
→現金支払，振込みの原理，並行移動
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振込
委託
（債権
譲渡）

対価関係

預
金
債
権

振込金支払委託
（債務引受）

受益者
（振込受取人）

諾約者
（被仕向銀行）

抗
弁

預
金
債
権

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

債務者
（振込指図人）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債務者が債権者に対して金銭債権を負担しており，その支払を自らの預金債権を使って，決済したいと考えているとしましょう。■債務者が取引銀行（仕向銀行）に自らの預金口座から支払金額に相当する預金を債権者の取引銀行（被仕向銀行）に振り込んで欲しいと依頼したとき，法律上は，どのようなプロセスが開始するのでしょうか?■債務者である振込み指図人とその取引銀行（仕向銀行）との間で，預金債権を振り込み受取人に移転するという債権譲渡契約（第三者のためにする契約）が締結されます。★すると，全銀ネットで結ばれている仕向銀行と被仕向銀行との間で銀行間決済ができることが前提となって，債権者の取引銀行である被仕向銀行が当該預金債権を債務引受し，債権者の預金口座に，当該預金債権が移転します。★つまり，債務者の預金口座の預金債権は，債務者と仕向銀行との間の債権譲渡と，仕向銀行と被仕向銀行との間の債務引受を通じて，債権者の被仕向銀行の預金口座に移転することになります。



2-2-7. プリペイド・カードでの弁済（1/2）
債務引受説
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①

預
託
金
支
払

代金債権代金債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

②
債
務
引
受

資金決済に関する法律
第20条
②前払式支払手段発行者は，前項各
号に掲げる場合を除き，その発行する
前払式支払手段について，保有者に
払戻しをしてはならない。

ただし，払戻金額が少額である場合そ
の他の前払式支払手段の発行の業務
の健全な運営に支障が生ずるおそれ
がない場合として内閣府令で定める場
合は，この限りでない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現金に対する疑問から少し離れて,電子マネーについて考えて見ましょう。■第1に，現金を持たなくてもよい，特に，おつりの必要がないために，自動販売機を設定する事業者にとっても利便性が高く，しかも，利用者にとっても，財布が膨れないという利便があるプリペイド・カードの決済の仕組みを見てみましょう。★プリペイド（前払い）ですから，カード利用者は，★カード発行会社に対して，★預託金を支払います。■この段階では，預託金を現金で支払うのが通常ですが，この段階においても，電子マネーや，クレジットカード，さらには，ビットコインで支払ができるようになると，現金の必要性が減少していきます。★預託金は，預金債権と同様に，返還請求権が発生しますが，電子マネーの場合には，カード利用者自身による返還請求を禁止しています。あくまで，代金決済専用の制度だからです。★カード利用者が，売主からモノまたはサービスの提供を受けて，★その対価を支払う段階で，★預託金返還請求権は，カード利用者自身は利用できないことから，プリペイド・カードによる決済の仕組みを債権譲渡ではなく，カード発行会社の債務引受として構成する説があります。■★なぜなら資金決済に関する法律▲第20条▲第2項によると，■★前払式支払手段発行者は，前項各号に掲げる場合を除き，その発行する前払式支払手段について，保有者に払戻しをしてはならない。と規定しているからです。■しかし，この仕組みを債務引受として説明した場合には，カード利用者がカードの利用を停止し，カードをカード会社に返還した場合に，預託金の返還請求権が復活することを説明できません。■そこで，債務引受説ではなく，債権譲渡説を見てみましょう。



2-2-8. プリペイド・カードでの弁済（2/2）
債権譲渡説（人的抗弁つき）
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預
託
金
返
還
請
求
権

債権譲渡

預
託
金
返
還
請
求
権

①

預
託
金
支
払

代金債権代金 債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

資金決済に関する法律
第20条
②前払式支払手段発行者は，
前項各号に掲げる場合を除き，
その発行する前払式支払手段
について，保有者に払戻しをし
てはならない。

ただし，払戻金額が少額である
場合その他の前払式支払手段
の発行の業務の健全な運営に
支障が生ずるおそれがない場
合として内閣府令で定める場合
は，この限りでない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　電子マネーによる決済に関する債権譲渡構成を紹介します。★プリペイド（前払い）ですから，カード利用者は，★カード発行会社に対して，★預託金を支払います。■この段階では，預託金を現金で支払うのが通常ですが，この段階においても，電子マネーや，クレジットカード，さらには，ビットコインで支払ができるようになると，現金の必要性が減少していきます。★預託金は，預金債権と同様に，返還請求権が発生しますが，★電子マネーの場合には，カード利用者自身による返還請求を禁止しています。あくまで，代金決済専用の制度だからです。■★ただし，これには例外があり，特に，解約時には，返還を受けることができるため，債務引受ではなく，債権譲渡構成をとることが可能となります。★カード利用者が，売主からモノまたはサービスの提供を受けて，★その対価を支払う段階で，★預託金返還請求権は実質化し，預託金請求権は，売主に移転します。★これによって，売主の買主であるカード利用者の債権は，ダイブツ弁済によって，または，弁済によって消滅します。■■最後に，JR等の運賃は，多くの地域で，現金で払うよりも，電子マネーで払う方が安くなっています。その理由は何でしょうか？自動販売機の設置と維持のコスト面から，その理由を考えてみましょう。



2-2-9. クレジットカード決済の仕組み
山本正行『カード決済業務のすべて』金融財政事情研究会(2012/05)
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③債権売買
④代金支払

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

②
代
金
支
払

受益者・債権者
（アクワイアラー）
（Aeon Credit）

⑤
代
金
支
払

メンバー契約 メンバー契約

代金債権

①債権売買
第三者のためにする契約

代金 債権
要約者
（加盟店）
売主

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

諾約者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　第2に，クレジットカードの決済システムは，どのような仕組みなのでしょうか? プリペイド・カードに続いて，クレジットカードの決済システムについて考えてみましょう。■国債ブランドのクレジットカードシステムにおいては，★国際ブランドのカード会社と★カード発行会社（イシュアー）と★加盟店組織会社（アクワイアラー）とが，■メンバー契約を締結しており，■いわば，日銀とシチュウ銀行における全銀システムと同じような決済システムを構築しています。■さて，一方で，アクウィアラーは，★クレジットカードの取扱店としての加盟店を開拓し，★クレジットカードによる売り上げの際に，売買代金債権を譲り受けて，速やかに代金相当額を支払うことを約するという加盟店契約を締結します。■他方で，イシュアーは，★カード利用者との間で，★クレジットカードで買物をした場合は，一定期間後に利用者の預金口座から代金相当額を引き落として，売主に代金を支払うというカード会員契約を締結します。■このようなクレジットカードによる決済システムが出来上がると，買主は現金を持ち歩かなくても，高額な商品を含めて，気軽に買い物ができるようになります。★カード利用者である買主が，カード加盟店である売主から商品を購入したとしましょう。★アクワイアラーは，売買代金債権を譲り受けると，速やかに売買代金相当額を支払います。★売買代金債権は，国際クレジットカードのメンバー契約を通じて，イシュアーに譲渡され，アクワイアラーは，代金相当額を回収できます。★売買代金債権をアクワイアラーから取得したイシュアーは，カード利用者に対して売買代金相当額をカード利用者の預金口座から引き落として回収し，売買代金債権は消滅すると同時にすべての決済が完結します。■このようにして，クレジットカードによる決済の仕組みは，債権譲渡だけを使って説明することができます。



2-2-10. クレジットカードのチャージバック
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③再譲渡
④代金返戻

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

⑤
代
金
返
戻

②
代
金
返
金

メンバー契約 メンバー契約

返還請求

①返還債権
の譲渡

返還請求
債務者
（加盟店）
売主

債権者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

新々債権者
（アクワイアラー）
（Aeon credit）

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

売買契約の解除等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　クレジットカードの場合，買主が錯誤で売買をしたり，商品に瑕疵があったりして，買主が売買契約を解除した場合，クレジットカードの決済システムではチャージバックという方法によって，クレジットカードで決済した売買代金が，買主に戻るシステムが用意されています。★買主が売買契約を解除すると，買主から売主に対して，代金相当額の返還請求権が発生します。★この返還請求権を会員契約に基づいて，イシュアーが買い取ります。その債権売買の価格として，売買代金相当額が，速やかにカード利用者である買主に返金されます。この代金返還債権は，クレジットカードの決済システムと逆の手順を踏んで，債権譲渡が繰り返されます。★最後に，この代金返還請求を譲り受けたアクワイアラーが加盟店である売主から代金債権相当額の返金を受けて，キャッシュバックのすべての決済が終了します。■この場合においても，債権譲渡の制度のみによって，キャッシュバックの仕組みを説明することができます。



債権の時代
通貨も物（金属，紙）から情報（金銭債権）へ
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物権から債権へ

 モノやサービスの価値は，物である
カネによって評価されてきた。

 物の使用・収益・換価・処分に関する
物権の全盛の時代であった。

 しかし，現代は，物権も，人と人との
関係（物権的請求権，優先弁済権な
ど）に還元されるようになってきてい
る。

 現代は，物権（権利の帰属）を前提と
しつつも，人と人との関係である債
権が中心を占める時代である。

物から情報へ

 債権とは，方向と量と時間の要素で表
現される情報（ベクトル）である。

 最も信頼されている債権は，預金債権
（家計：800兆円，企業200兆円）であり，

その実体は，銀行口座への入・出金記
帳という情報に過ぎない。

 情報であるから，電子的に安価かつ即
時に送・受信することができる。

 振込み（預金債権の移転）は，相殺とい
う技術を使うことによって，危険を伴う現
金・有価証券の輸送を最小限に抑えるこ
とができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現在は，物権に債権が優越する時代です。■通貨も金属や紙というモノから，代金債権，報酬債権を含めて，最終的には金銭債権という情報へと変化しています。★従来は，モノやサービスの価値は，有体物であるカネによって評価されてきました。★つまり，金本位制度が維持されていた時代においては，価値は，有体物である金貨によって評価されたのですから，モノの使用・収益・換価・処分に関する物権の全盛の時代でした。★しかし，現代は，物権も，ヒトとヒトとの関係（物権的請求権，優先弁済権など）に還元されるようになってきています。■なぜなら，物権といえども，ヒトとヒトとの関係から生じるのであって，つまるところは，物権的請求権に還元できるからです。★したがって，現代は，物権（権利の帰属）を前提としつつも，ヒトとヒトとの関係である債権が中心を占める時代であるということができます。■★時代は変わりました。現在は，情報化の時代です。★民法学において最も重要な地位をしめる債権とは，▲方向と▲量と▲時間との三つの要素で表現される情報（，すなわちベクトル）であると考えることができます。■ベクトルだからこそ，法律関係は，図式化が容易であり，かつ，重要なのです。★債権の中でも，現在のところ，最も信頼されている債権は，「預金債権」です。■その額は，家計が800兆円，企業が200兆円であり，その実体は，必ずしもモノという実体をともなわない，銀行口座への入金・出金記帳という情報に過ぎません。★情報であるから，モノの運搬・移動とは異なり，電子的に安くかつ即時に送信と受信をすることができるのです。★振込みとは，のちに述べるように，預金債権の経並行移動のことであり，債権総論2で学習するソウサイという技術を使うことによって，危険を伴う現金や有価証券の輸送を最小限に抑えることができるのです。



債権総論2

第3回 債権譲渡の譲渡性

債権譲渡

 債権譲渡の意義と譲渡禁止特約の効力

 債権譲渡の対抗要件

 第三者のためにする契約による債権譲渡
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権譲渡に関しては，以下の三点が問題となります。■★第1は，債権譲渡の自由とその制限に関する譲渡禁止特約の効力の問題です。■★第2は，物権の移転の対抗問題が重要であるように，債権譲渡の場合にも，その対抗要件が重要な問題となります。■★第3は，銀行振込みや電子マネーを考える際に重要となる債務者のイニシアティヴによって債権を譲渡したり，債務引受をすることを実現できる第三者のためにする契約の応用です。■今回の講義では，このうちの第1点，すなわち，債権譲渡の意義と譲渡禁止特約の効力について，講義します。



債権譲渡の意義

 債権譲渡の意味

債権譲渡があると，債権は，同一性を保ったまま，債権者である
譲渡人から譲受人に移転する。

債権譲渡は，通常は，債務者の意思とは無関係に，譲渡人と譲
受人の間の契約によって行われる。

例外的に，債務者と譲渡人との間の第三者のためにする契約によって行
われる。

そこで，民法468条2項（民法（債権関係）改正案では，468条1項）

は，債権譲渡によって，債務者が譲渡前より不利な地位に置か
れることがないように，債務者は譲渡人に対して生じている抗弁
をもって，譲受人に対抗できることを規定している。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡の意味について検討します。■★債権譲渡があると，債権は，同一性を保ったまま，債権者である譲渡人から譲受人に移転します。■★債権譲渡は，通常は，債務者の意思とは無関係に，譲渡人と譲受人の間の契約によって行われます。■★例外的に，債務者と譲渡人との間の第三者のためにする契約によって行われることがありますが，この点については，もう少し講義が進んでから，説明することにします。■★債権譲渡において，蚊帳の外に置かれる債務者を保護するために，民法468条2項（民法（債権関係）改正案では，468条1項）は，工夫をしています。■すなわち，債権譲渡によって，債務者が譲渡前より不利な地位に置かれることがないように，債務者は譲渡人に対して生じている抗弁をもって，譲受人に対抗できることを規定しています。



債権譲渡禁止特約（1/4）
意義と機能

 債権譲渡禁止特約の意義と機能

債権は自由に譲渡できるのが原則だが，債権者と債務者との合意で債権の譲
渡を禁止することができる（譲渡禁止特約）。

譲渡禁止特約は，もともとは，債権が譲渡されることにより弁済する相手が変
わってしまう不都合，譲受人に払うべきところを誤って譲渡人に支払ってしまうと
いうリスクを回避するための債務者保護の制度である。

 禁止特約の機能の変化

最近は，必ずしも弱い立場といえない債務者（例えば，請負代金の債務者であ
る地方公共団体，預金債権の債務者である銀行など）が，これまでの慣習や事
務の繁雑さを避けるといった自己の利便を図る目的で利用する例が少なくない。

例えば，地方公共団体の工事を請け負った請負業者が請負代金債権を第三者
に譲り渡すことで直ちに資金を得たいと思っても，譲渡禁止特約があることに
よってこれを実行できないという，強い債務者を保護し，弱い立場にある債権者
に不都合が生じるという問題が生じている。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡禁止特約の意義と機能について説明します。■★債権は自由に譲渡できるのが原則です。■しかし，現行法上は，債権者と債務者との合意で債権の譲渡を禁止することができることになっています（これを譲渡禁止特約といいます）。■★譲渡禁止特約は，もともとは，債権が譲渡されることにより弁済する相手が変わってしまう不都合，すなわち，譲受人に払うべきところを誤って譲渡人に支払ってしまうというリスクを回避するための債務者保護の制度でした。■★ところが，現在では，譲渡禁止特約の機能に変化が生じています。■★すなわち，最近では，必ずしも弱い立場といえない債務者（例えば，請負代金の債務者である地方公共団体，預金債権の債務者である銀行など）が，これまでの慣習や事務の繁雑さを避けるといった▲自己の利便を図る目的で利用する例が少なくありません。■★例えば，地方公共団体の工事を請け負った請負業者が，請負代金債権を第三者に譲り渡すことで直ちに資金を得たいと思っても，譲渡禁止特約があることによって，これを実行できないという不都合が生じています。■つまり，債権譲渡禁止特約については，現在においては，強い債務者を保護し，弱い立場にある債権者に不都合が生じるという問題が生じているのです。



債権譲渡禁止特約（2/4）
条文と判例の変遷

 第466条（債権の譲渡性）
①債権は，譲り渡すことができる。ただし，そ

の性質がこれを許さないときは，この限りでな
い。

②前項の規定は，当事者が反対の意思を表
示した場合には，適用しない。ただし，その意
思表示は，善意の第三者に対抗することがで
きない。

 債権差押えがなされた場合

最一判昭49・3・7民集28巻2号174頁
債権譲渡と債権差押えは，同等であり，そ
の優劣は，対抗問題の先後による。

最二判昭45・4・10民集24巻4号240頁
債権が差し押さえられた場合には，民法

466条2項の適用・類推適用はない（差押
え禁止債権を創設することになるから）。

 譲受人が善意・無重過失の場合

最一判昭48・7・19民集27巻7号823頁
譲受人が債権を取得するには，善意・無
過失が要求される。

 最一判平9・6・26民集51巻5号2053
頁（百選Ⅱ26事件）

譲渡禁止の特約のある指名債権につい
て，譲受人が特約の存在につき，悪意
又は重過失があった場合でも，その後，
債務者が債権の譲渡について承諾を与
えたときは，債権譲渡は譲渡の時に
遡って有効となる。

ただし，民法116条の法意に照らし，承

諾の前に差押えをした第三者に対して
は，譲受人は，債権譲渡の効力を主張
することができない。

2015/9/29 Lecture on Obligation 2015 15

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法466条（債権の譲渡性）は，以下のように規定しています。■★民法466条▲第1項▲債権は，譲り渡すことができる。ただし，その性質がこれを許さないときは，この限りでない。■★民法466条▲第2項▲前項の規定は，当事者が反対の意思を表示した場合には，適用しない。ただし，その意思表示は，善意の第三者に対抗することができない。■しかし，譲渡と比較されるべき債権差押えの場合には，判例は，原則として，第三者の善意・悪意の区別やしていません。★債権差押えがなされた場合の判例を見てみましょう。■★最高裁第一小法廷昭和49年3月7日判決，民事判例集28巻2号174頁は，★債権譲渡と債権差押えは，同等であり，その優劣は，対抗問題の先後によるとしています。■★最高裁第二小法廷昭和45年4月10日判決，民事判例集24巻4号240頁も，★債権が差し押さえられた場合には，民法466条2項の適用・類推適用はない，なぜなら，差押え禁止債権を創設することになるからであるとしています。■これに対して，債権譲渡の場合には，★判例は，譲受人が善意・無重過失の場合にのみ，譲渡禁止特約の効力を排除できるとしています。■★最高裁第一小法廷昭和48年7月19日判決，民事判例集27巻7号823頁は，★譲受人が債権を取得するには，善意・無過失が要求されるとしています。■債権譲渡の場合と債権差押とのギャップを埋めるため，■★最高裁第一小法廷平成9年6月6日判決（民法判例百選２，第26事件）は，以下のように判断しています。■★譲渡禁止の特約のある指名債権について，譲受人が特約の存在につき，悪意又は重過失があった場合でも，その後，債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは，債権譲渡は譲渡の時に遡って有効となる。■ただし，民法116条の法意に照らし，承諾の前に差押えをした第三者に対しては，譲受人は，債権譲渡の効力を主張することができない。



債権譲渡禁止特約（3/4）
最高裁平成9年判決〔百選Ⅱ26事件〕の事案と問題点
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譲渡禁止特約付の売掛代金債権の譲渡について，債務者AがXに承諾を与えたこと

によって右債権譲渡が譲渡の時にさかのぼって有効となるとしても，承諾の前に滞納
処分による差押えをしたYに対しては，債権譲渡の効力を主張することができないもの
というべきである（最一判平9・6・5民集51巻5号2053頁）。←判例変更が必要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★譲渡禁止特約に関する判例の到達点を示している最高裁第一小法廷平成9年6月6日判決，民事判例集51巻5号2053頁の事実関係を見てみましょう。■先に述べたように，最高裁平成9年判決は，以下のように述べています。★譲渡禁止特約付の売掛代金債権の譲渡について，債務者AがXに承諾を与えたことによって右債権譲渡が譲渡の時にさかのぼって有効となるとしても，承諾の前に滞納処分による差押えをしたYに対しては，債権譲渡の効力を主張することができないものというべきである。■しかし，この考え方は，譲渡禁止特約が，弱者である債務者ではなく，強者である債務者によって濫用されているという実態を無視しており，変更が必要です。



債権譲渡禁止特約（4/4）
今後の展望
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問題点

債権譲渡の制限は，過酷な取立から弱小債務者を保護するためであっ
たが，現在では，強大な債務者（預金債権の返還債務者としての銀行
等）によって，濫用的に用いられている。

望ましい解決策

債権譲渡禁止特約（の抗弁）は，差押え債権者には対抗できない（最二
判昭45・4・10 ）。
債権譲渡禁止特約（の抗弁）は，善意の第三者にも対抗できない（民法

466条2項但し書きの厳格な適用）。

債権譲渡禁止特約について，譲渡承認（抗弁の放棄）があった場合に
は，原則に立ち返り，債権譲渡の対抗要件に基づいて解決が図られる
べきである（最一判平9・6・5百選Ⅱ26事件は，原則に戻って変更される
べきである）。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡禁止特約の問題点をまとめると，いかの通りです。■★債権譲渡の制限は，過酷な取立から弱小債務者を保護するためであったのですが，現在では，強大な債務者（預金債権の返還債務者としての銀行等）によって，濫用的に用いられており，保護の意味を失っています。特に，銀行預金債権は，預金通貨といわれるほどに，盛んに流通が行われており，これに譲渡禁止特約を認めるのは無意味です。■★そこで，望ましい解決策を考えてみましょう。■★債権譲渡禁止特約（の抗弁）は，善意・悪意を問わず，差押え債権者には対抗できないのですから（最高裁第二小法廷昭和45年4月10日判決），■★債権譲渡禁止特約（の抗弁）は，すべての第三者にも対抗できないとすべきです（民法466条2項但し書きの厳格な適用）。■★債権譲渡禁止特約について，譲渡承認（抗弁の放棄）があった場合には，原則に立ち返り，債権譲渡の対抗要件に基づいて解決が図られるべきです。このように考えると，最高裁第一小法廷平成9年6月6日判決（民法判例百選２，第26事件）は，原則に戻って変更されるべきです。



債権譲渡禁止特約の改正（1/5）

現行法

 第466条（債権の
譲渡性）

①債権は，譲り渡す
ことができる。ただし，
その性質がこれを許
さないときは，この限
りでない。

②前項の規定は，当
事者が反対の意思
を表示した場合には，
適用しない。ただし，
その意思表示は，善
意の第三者に対抗
することができない。

民法（債権関係）改正案

 第466条（債権の譲渡性）
①（現行法と同じ）

②当事者が債権の譲渡を禁止し，又は制限する旨の意
思表示（以下「譲渡制限の意思表示」という。）をしたとき
であっても，債権の譲渡は，その効力を妨げられない。

③前項に規定する場合には，譲渡制限の意思表示がさ
れたことを知り，又は重大な過失によって知らなかった
譲受人その他の第三者に対しては，債務者は，その債
務の履行を拒むことができ，かつ，譲渡人に対する弁済
その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に
対抗することができる。

④前項の規定は，債務者が債務を履行しない場合にお
いて，同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲
渡人への履行の催告をし，その期間内に履行がないと
きは，その債務者については，適用しない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★2015年3月31日に国会に提出された民法（債権関係）改正案 第466条第1項は，★現行法代466条1項と同じ趣旨であり，★債権譲渡の自由と譲渡制限を定めるものです。■★しかし，改正案第2項以下は，現行法第2項と同様，譲渡制限に関する規定ですが，■改正案466条の2項と3項は，矛盾しています。■★なぜなら，譲渡制限を知っているか，知らないことに重過失がある譲受人は，2項では「債権者となる」と規定しているににもかかわらず，★3項では，債権者である譲受人が，「債務者に対して債務の履行を請求できない」ことを認めており，債権の定義に反する結果に陥っているからです。■そもそも，債権譲渡を制限するのは，弱い債務者を保護するためであったのですが，現在では，政府や銀行等が譲渡制限を行っており，債権譲渡の自由が優先されるべきです。■★こっけいなのは，改正案 第466条第4項です。■債務者は，第3項で，「譲受人に対して債務の履行を拒絶できる」としていますが，通常は，債権の譲渡人は，債権者ではなくなっており，債務者に対して履行を請求しません。■そうすると，債務者は，債権譲渡を奇禍として，債務の履行に無関心な債権譲渡人に対しても，また，抗弁を対抗できる債権譲受人からも債務の履行を免れることになりかねません。■そこで，第4項で，譲受人は，「相当期間を定めて債務者に対して，譲渡人に対して弁済するよう催告することができ，その期間内に履行がないときは，譲受人は，債務者に履行を請求できる」ことにしています。■しかし，既に，債権を失った譲渡人に対して，債務者は債務を履行する義務は失っているのであって，それを強制できる権限は，誰にも存在しないのです。■したがって，改正案に修正をほどこし，端的に，債権者である譲受人が債務者に対して履行できるとすべきです。■すなわち，現在においては，譲渡禁止特約は，法的拘束力を持たないと考えなければなりません。■譲渡禁止特約が行われている典型例は，預金債権ですが，預金債権は，先にも述べたように，現代においては，預金通貨として，制限なく流通することが要請されているのであり，譲渡禁止特約の効力を認める理由は，もはや存在しないのです。



債権譲渡禁止特約の改正（2/5）

 第466条の2（譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債
務者の供託）

①債務者は，譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的と
する債権が譲渡されたときは，その債権の全額に相当する金銭
を債務の履行地（債務の履行地が債権者の現在の住所により定
まる場合にあっては，譲渡人の現在の住所を含む。次条におい
て同じ。）の供託所に供託することができる。

②前項の規定により供託をした債務者は，遅滞なく，譲渡人及び
譲受人に供託の通知をしなければならない。

③第1項の規定により供託をした金銭は，譲受人に限り，還付を
請求することができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■債権譲渡の自由を譲渡制限よりも優先する立場に立てば，債務者に供託を認める理由は存在しません。■もっとも，譲渡制限が認められる特別の場合が皆無とはいえなでしょう。■★そこで，債権譲渡の自由と譲渡制限の調整を実現するために，債務者に供託制度の利用を認めているのが，改正案第466条の2の規定です。■★債権譲渡において債権者は，譲受人となるですから，本来の履行地は，譲受人の住所地とすべきですが，譲渡制限を認める特別の場合として，★譲渡人，および，譲受人への供託の通知をすることを条件にして，譲渡人の住所地の供託所に供託することを認めています。■★だだし，還付請求を行うことができるのは，譲受人に限定されており，この点は，譲渡自由の趣旨に合致しているといえるでしょう。



債権譲渡禁止特約の改正（3/5）

第466条の3〔譲渡制限の意思表示がされた債権に係
る債務者の供託 その2〕
前条第1項に規定する場合において，譲渡人について破産

手続開始の決定があったときは，譲受人（同項の債権の全
額を譲り受けた者であって，その債権の譲渡を債務者その
他の第三者に対抗することができるものに限る。）は，譲渡
制限の意思表示がされたことを知り，又は重大な過失に
よって知らなかったときであっても，債務者にその債権の全
額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させる
ことができる。この場合においては，同条第2項及び第3項
の規定を準用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案466条の3は，債権の譲り渡し忍について破産手続きの開始がなされた場合の供託に関する規定です。■民法学の立場からすれば，債権譲渡，差押え，破産の手続きは，いずれの場合も，最終的には，債権の移転的効力を生じるのですから，その観点からは，債務者の地位は同等に扱うべきです。■★その意味で，改正案第466条の3によって示された基準は，債権譲渡の自由の観点からは優れています。■したがって，譲渡禁止特約に関する規定は，この考え方に統一べきであると，私は考えています。



債権譲渡禁止特約の改正（4/5）

 第466条の4（譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え）

①第466条第3項の規定は，譲渡制限の意思表示がされた債権に対す

る強制執行をした差押債権者に対しては，適用しない。

②前項の規定にかかわらず，譲受人その他の第三者が譲渡制限の意

思表示がされたことを知り，又は重大な過失によって知らなかった場合

において，その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは，

債務者は，その債務の履行を拒むことができ，かつ，譲渡人に対する

弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗するこ

とができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　譲渡禁止特約は，現代においては，原則として，その効力を認めるべきではありません。★譲渡禁止特約と差押との関係では，★当事者の意思表示によって差押禁止債権という公益上の制度をシジン間で創設することになるため，より強い理由によって，その効力を認めるべきではありません。■★したがって，これに反する，改正案466条の4▲第2項は，削除されるべきです。



債権譲渡禁止特約の改正（5/5）

第466条の5（預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限
の意思表示の効力）

①預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権
（以下「預貯金債権」という。）について当事者がした譲渡制
限の意思表示は，第466条第2項の規定にかかわらず，そ

の譲渡制限の意思表示がされたことを知り，又は重大な過
失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗する
ことができる。

②前項の規定は，譲渡制限の意思表示がされた預貯金債
権に対する強制執行をした差押債権者に対しては，適用し
ない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★先に債権譲渡の譲渡禁止特約に関する改正案第466条の箇所で述べたように，譲渡禁止特約が行われている典型例は，預金債権であり，預金債権は，現代においては，預金通貨として，制限なく流通することが要請されています。■★したがって，譲渡禁止特約の効力を認める理由は，もはや存在しません。銀行振込みは，民法学的には，債権譲渡と債務引受けとの組み合わせによって実現されるのであって，譲渡禁止特約の効力を認めることは，預金債権を預金通貨と考える世界的傾向にも逆行する考え方であり，時代錯誤もはなはだしいといわなければなりません。★第2項は，差押債権者に対しては，善意・悪意を問わず，譲渡禁止特約をもって，対抗できないとしているのですから，譲渡の場合も同様に扱うべきです。■したがって，改正案466条の5は，「預金口座又は，貯金口座に係る預金▲又は▲貯金に係る債権（以下「預貯金債権」という。）について当事者がした譲渡制限の意思表示は，預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては，対抗できない。」と修正すべきだと，私は考えています。



レポート課題

民法判例百選II第70事件（誤振込金の返還請求権
と預金債権）について，以下の要領でレポート（A4版
4頁以内）を作成し，第10回目の講義（12/02）までに
提出すること（提出されたレポートの講評は，第14
回に行う）。

１．事実の概要を正確に図式化し簡潔に表現する。

２．判旨を簡潔にまとまる。

３．関連判例と学説とを要領よくまとめる。

４．自らの見解（私見）をIRACで簡潔に表現する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に，債権総論2のレポート課題を説明します。★民法判例百選2第70事件（ご振込金の返還請求権と預金債権）について，以下の要領でレポート（A4版で4頁以内）を作成し，第10回目の講義（12月2日）までに提出してください。■★1. 事実の概要を正確に図式化し簡潔に表現する。■★2. ハンシを簡潔にまとめる。■★3. 関連判例と学説とを要領よくまとめる。■★4. 自らの見解（私見）をアイラックで簡潔に表現する。



誤振込事件
（最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レポート課題となっているご振込事件の概要を図示しておきます。★債権者Xは，Xの債権者に対して弁済をするため，★仕向銀行に対して，振込みの指図をします。■★ところが，Xは，振込先の宛名を以前に取引関係にあった，カタカナ名が同じ「トウシン」という会社としてしまいます。そこで，ご振込が行われてしまいます。■★つまり，預金債権は，本来の名宛ニンではなく，誤った受取人の口座に振り込まれてしまいました。■★それを奇禍として，ご振込の受取人の債権者Yが，振り込まれた預金債権を差し押さえてしまいます。■このような場合に，振込人は，どのような方法によって，ご振込金を取り戻すことができるのでしょうか？■これが，リポート課題の中心的なテーマです。



活用すべき文献

 組織のリーダーは何をすべきであり，何
をしてはならないか

 P.F.ドラッカー（上田惇生訳）『非営利組織の経
営』ダイヤモンド社（2007）

 フィッシャー=ユーリー（金山宣夫，浅井和子
訳）『ハーバード流交渉術』三笠書房（1990）

 法律家のものの考え方

 カイム・ペレルマン，江口三角 (訳) 『法律家の
論理―新しいレトリック』木鐸社（2004）

 民法の入門書（DVD付）

加賀山茂『民法入門・担保法革命』信山社
（2013）

 民法（財産法）全体を理解する上での
助っ人

我妻栄=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕
日本評論社（2013）

金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣
（2008）

 契約法全体についての概説書

佐藤孝幸『実務契約法講義』民事法研究会
（2012）

加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009）

 債権総論の優れた教科書

平井宜雄『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994）

 債務不履行に関する文献

平井宜雄『損害賠償法の理論』東京大学出版
会（1971）

浜上則雄「損害賠償における「保証理論」と
「部分的因果関係の理論」（1）（2・完）民商66
巻4号（1972）3-33頁, 66巻5号35-65頁

 債権者代位権・直接訴権，詐害行為取消
権，連帯債務，保証の文献

加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社
（2011）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これで，債権総論2の第3回目の講義を終わります。■ご清聴ありがとうございました。
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