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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。



債権総論2

第4回 債権譲渡その2

 前回の復習
 債権譲渡

 債権譲渡の意義と譲渡禁止特約の効力

 今回の講義
 債権譲渡の対抗要件と抗弁の対抗

 第三者のためにする契約による債権譲渡

 レポート課題
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　今回の講義は，債権譲渡，その2です。★まず，前回の復習をします。■★債権譲渡に関するテーマは，譲渡の自由とその制限，債権譲渡の対抗ヨウケンと抗弁の対抗，第三者のためにする契約を利用した，債務者側のイニシアティブによる債権譲渡の三つです。★前回は，そのうち，債権譲渡の自由とその制限について学習しましたので，その復習をします。■★今回の授業のテーマは，債権譲渡のテーマのうち，第2の債権譲渡の対抗ヨウケンと抗弁の対抗を中心に学習を進めます。■★最後に，レポート課題について，簡単な説明をします。



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。
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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，債権譲渡の対抗ヨウケン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。



今回の講義のテーマ

1. 債権譲渡の対抗要件
2. 債務者の抗弁の対抗

3. 第三者のためにする契約を応用した債務者
側のイニシアティブによる債権譲渡
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今回の講義は，債権譲渡のテーマのうち，以下の三つのテーマについて説明します。■★第1は，債権譲渡の対抗ヨウケンです。■★第2は，債権譲渡における債務者の抗弁の対抗の問題です。■★第3は，第三者のためにする契約を応用した，債務者側のイニシアティブによる債権譲渡の問題です。



債権譲渡の対抗要件（1/6）
債務者対抗要件と第三者対抗要件

債務者への通知と承諾

第467条（指名債権の譲渡の対抗要件）

①指名債権の譲渡は，譲渡人が債務者に通知をし，又は債務
者が承諾をしなければ，債務者その他の第三者に対抗するこ
とができない。

②前項の通知又は承諾は，確定日付のある証書によってしな
ければ，債務者以外の第三者に対抗することができない。

第三者対抗要件としての確定日付

民施行法5条
公正証書，内容証明郵便など
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　不動産や動産で二重譲渡が生じるのと同様に，債権の場合にも，二重譲渡が生じる可能性があります。■不動産の譲渡の場合の対抗ヨウケンは登記です。動産の場合の対抗ヨウケンは，引渡し（すなわち，占有の移転）でしたね。■これに対して，債権譲渡の場合については，確かに，特別法によって債権譲渡登記が認められていますが，■★民法の場合の債権譲渡の対抗ヨウケンは，■譲渡人から債務者に対する通知，または，債務者の承諾です。■★民法467条▲（指名債権譲渡の対抗ヨウケン）は，以下のように規定しています。■★民法467条▲第1項▲指名債権の譲渡は，譲渡人が債務者に通知をし，又は債務者が承諾をしなければ，債務者その他の第三者に対抗することができない。■★民法467条▲第2項▲前項の通知又は承諾は，確定日付のある証書によってしなければ，債務者以外の第三者に対抗することができない。■★民法467条▲第2項に規定されている「確定日付」というのは，どのようなものでしょうか?　どこに規定されているのでしょうか？■★六法では，民法の最後の条文に引き続いて記載されている，「民法施行法」第5条に規定されています。■★代表的なのは，第5条第1号の「公正証書」，第六号の「内容証明郵便」です。



債権譲渡の対抗要件（2/6）
最一判昭49・3・7民集28巻2号174頁〔百選Ⅱ第30事件〕
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債権
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A

①債権譲渡

第三債務者
B

債権者
X

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権が譲渡される同時に，その債権が差し押さえられた場合に，どちらが本当の債権者なのかは，債権の二重譲渡の場合と同様に，債権譲渡と債権差押の対抗ヨウケンの先後によって決定されます。■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頁の事案です。■★一方で，Aの債権者Xは，債務者の第三債務者に対する債権について譲渡を受け，★その譲渡通知は，昭和44年2月14日午後3時に第三債務者Bに到達しました。■★他方で，同じくAの債権者Yは，債務者Aの第三債務者Bに対する債権について仮差押をし，その仮差押命令が，債権譲渡の通知と同日の昭和44年2月14日，1時間遅れの午後4時に第三債務者に到達しました。■この場合に，債権者XとYのいずれが優先するのかがここでの問題です。



債権譲渡の対抗要件（3/6）
債権譲渡と差押えとの競合

 債権譲渡通知の到達・差押え命令の到達
最一判昭49・3・7民集28巻2号174頁〔百選Ⅱ第30事件〕

債権譲渡の譲受人相互の間の優劣は，通知又は承諾に付された確定日付
の先後によって定めるべきではなく，確定日付のある通知が債務者に到達し
た日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきで
あり，また，確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要である。

確定日付の先後ではなく，なぜ，到達の先後なのか

これでは，証書に確定日付を要求した意味がなくなってしまう。なぜなら，到
達の日時は，確定日付によって確定されないため，いくらでもごまかせるから
である。

到達時を基準にするのであれば，配達証明郵便のような確実な証明手段を
要求すべきである。

確定日付を公的文書に頼っているのもおかしい。郵便局は株式会社に変容
した。むしろ，銀行の振込記録等の確実な到達証明が活用されるべきである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡と債権差押えとが競合した場合に，どちらが優先するかは，債権譲渡通知の到達と，差押え命令の到達とで，どちらが先に到達したかで決まります。■★この問題に関するリーディング・ケースは，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頁です。■最高裁昭和49年判決は，以下のように判示しています。■★債権譲渡の譲受人相互の間の優劣は，通知又は承諾に付された▲確定日付の先後によって定めるべきではなく，確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり，また，確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要である。■この判決については，以下の二つの点について，疑問が生じています。■★第一に，確定日付の先後ではなく，なぜ，到達の先後なのでしょうか？■★これでは，証書に確定日付を要求した意味がなくなってしまいます。■なぜなら，到達の日時は，確定日付によって確定されないため，いくらでもごまかせるからです。■★したがって，到達時を基準にするのであれば，配達証明郵便のような確実な証明手段を要求すべきではないかとの批判が生じています。■■第二に，最高裁判決については，★確定日付を公的文書に頼っているのもおかしいとの疑問が生じています。■なぜなら，郵便局は民営化されて，株式会社に変容したのであり，■郵便局に限らず，銀行の振込記録等の確実な到達証明こそが活用されるべきだからです。■もっとも，訴訟実務は，最高裁の判決によって動いていますので，社会生活上は，これに従わざるをえませんが，民法施行法第5条の抜本的な改正が必要だと，私は考えています。



債権譲渡の対抗要件（4/6）
債権譲渡通知の競合

 譲渡通知等の同時到達の場合の矛盾した取扱い
最三判昭55・1・11民集34巻1号42頁
指名債権が二重に譲渡され，確定日付のある各譲渡通知が同時に債務
者に到達したときは，各譲受人は，債務者に対しそれぞれの譲受債権全
額の弁済を請求することができ，譲受人の１人から弁済の請求を受けた
債務者は，弁済の責を免れることができない。

最三判平5・3・30民集47巻4号3334頁〔百選Ⅱ第31事件〕

債権譲渡の対抗要件の先後が不明であるため，第三債務者が債権者を
確知することができないことを原因として債権額に相当する金員を供託し
た場合においては，公平の原則に照らし，被差押え債権額と譲受債権額
に応じて供託金を按分した額の供託金返還請求権をそれぞれ分割取得
するものと解するのが相当である。

 同時到達の場合の合理的な解決は?
→新しい解釈

2015/10/13 Lecture on Obligation, 2015 17

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の二重譲渡の対抗ヨウケンについては，判例の見解は混乱しています。■★以下の二つの判例に見られるように，譲渡通知等の同時到達の場合において，矛盾した取扱いがなされているからです。■★第一の判決は，最高裁第三小法廷昭和55年1月11日判決▲民事判例集34巻1号42頁です。■この判決は，以下のように判示しています。■★指名債権が二重に譲渡され，確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは，各譲受人は，債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求する ことができ，譲受人の１人から弁済の請求を受けた債務者は，弁済の責を免れることができない。■★第二の判決は，最高裁第三小法廷平成5年3月30日判決▲民事判例集47巻4号3334頁です。■この判決は，以下のように判示しています。■★債権譲渡の対抗ヨウケンの先後が不明であるため，第三債務者が債権者を確知することができないことを原因として債権額に相当する金員を供託した場合においては，公平の原則に照らし，被差押え債権額と譲受債権額に応じて供託金を按分した額の供託金返還請求権をそれぞれ分割取得するものと解するのが相当である。■第一の判決は，債権譲渡の対抗ヨウケンが同時に到達した場合には，二人の譲受人は，債務者に対して，それぞれ，債権額の全額を請求することができるとしていますが，■第二の判決は，供託の場合について，二人の譲受人は，債権額について，案分比例した額についてのみ請求できるとしており，混乱が生じています。■★それでは，債権譲渡の対抗ヨウケンが同時に到達した場合には，どのように解決するのが合理的なのでしょうか?■★次に，実務を離れて，新たに，理想的な解釈を考えてみることにしましょう。



債権譲渡の対抗要件（5/6）
新しい解釈

債権譲渡通知等の同時到達の場合の解決案

確定日付のある通知・承諾の到達の先後を基準と
する。

到達が同時の場合は，次の基準による。

確定日付の前後を基準とする。

それも同一（同時到達）の場合は，次の基準による。

債権者（譲渡人）の意思を考慮し，同時に譲渡通知等を受
けた譲受人のそれぞれの債権額に比例する債権を分割譲
渡したものとみなす。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡通知等の同時到達の場合の判例の混乱を解消するために，私は，新しい解釈を提案しています。批判的に検討してみましょう。■★債権譲渡の対抗ヨウケンが競合した場合には，本来は，到達証明の前後によるべきですが，判例の見解に従っている実務の取り扱いを尊重して，確定日付のある通知・承諾の到達の先後を基準とすることを認めることにします。■基準が明らかな以上，このように考えても，混乱は回避できるからです。■しかし，同時到達のの場合は，判例に混乱が生じていますので，新しい基準が必要です。■私は，以下の基準によるべきだと考えます。■★第1に，確定日付の前後を基準とする。■★第2に，確定日付も同一（同時到達）の場合は，次ぎの基準によるべきです。■★債権者（譲渡人）の意思を考慮し，同時に譲渡通知等を受けた譲受人のそれぞれの債権額に比例する債権を分割譲渡したものとみなすべきです。■つまり，対抗ヨウケンが同時に到達した場合に，それぞれの債権者が全額請求できるとした最高裁昭和55年判決は，変更されるべきであり，供託の場合に示した最高裁平成5年判決の基準が合理的であり，この法理を，通常の同時到達の場合にも採用すべきだと，私は考えています。



債権譲渡の対抗要件の改正

現行民法

第467条（指名債権の譲渡
の対抗要件）

①指名債権の譲渡は，譲渡人
が債務者に通知をし，又は債
務者が承諾をしなければ，債
務者その他の第三者に対抗す
ることができない。

②前項の通知又は承諾は，確
定日付のある証書によってし
なければ，債務者以外の第三
者に対抗することができない。

改正案

 第467条（債権の譲渡の
対抗要件）
①債権の譲渡（現に発生して
いない債権の譲渡を含む。）
は，譲渡人が債務者に通知を
し，又は債務者が承諾をしな
ければ，債務者その他の第三
者に対抗することができない。

②前項の通知又は承諾は，
確定日付のある証書によって
しなければ，債務者以外の第
三者に対抗することができな
い。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法467条（指名債権の譲渡の対抗ヨウケン）については，既に説明しました。■民法（債権関係）改正案では，指名債権の他の債権は，有価証券として，その譲渡，シチ入れを含めて，全て改正案520条の2から520条の20までに，まとめられることになりました。■★したがって，改正案467条の見出しは，「指名債権の譲渡の対抗ヨウケン」ではなく，「債権譲渡の対抗ヨウケン」に変更されています。■★条文の内容については，第1項に，債権の譲渡に，将来債権の譲渡が含まれることが明らかにされただけであり，第2項は，全く変更されていません。



債権譲渡と抗弁の対抗

最二判昭42・10・27民集21巻8号
2161頁〔百選Ⅱ第28事件〕
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権譲渡の対抗ヨウケンについて学習を終えたので，次に，債務者の抗弁の対抗について考察します。■★この問題については，最高裁第二小法廷昭和42年10月27日判決▲民事判例集21巻8号2161頁が重要です。



①
請
負
報
酬
債
権

①
請
負
報
酬
債
権

④
解
除

請
負
人
の
担
保
責
任

最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁
〔百選Ⅱ第28事件〕の争点→条文と判例

 事実関係

1. 本件債権は，Yの建築工
事完成（6月末予定）後に

支払われるべき①請負
報酬債権。

2. 6月15日，Aが①債権を
事情を知っているXに譲
渡。

3. Yが異議を留めずに承諾。

4. 9月25日，Yは請負契約
を解除。

 争点

 Yは，④解除の抗弁を

もって，①債権の譲受人
Xに対抗できるか?
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建築請負人
A

②債権譲渡

債権譲受人
X

注文者
Y

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和42年判決の事実関係は，以下の通りです。■★本件の債権は，Yの建築工事完成（6月末予定）の後に支払われるべき請負報酬債権です。■★6月15日，Aが，上記の請負報酬債権を事情を知っているXに譲渡しました。■★これに対して，Yが，異議をとどめずに承諾をしました。■★9月25日，Yは，工事が未完成となったため，請負契約を解除しました。■この事件で争いとなった点は，以下の通りです。■Yが，債権譲渡について，異議をとどめない承諾をしている以上，抗弁は対抗できないのでしょうか?■それとも，Xが未完成であることを知って報酬債権を譲り受けたのですから，Yは，請負契約の解除の抗弁をもって，債権の譲受人Xに対抗できるでしょうか?



債権譲渡の対抗要件（6/6）
債権譲渡と抗弁の対抗←事実関係と争点

 第468条（指名債権の譲渡にお
ける債務者の抗弁）

①債務者が異議をとどめないで前条の
承諾をしたときは，譲渡人に対抗するこ
とができた事由があっても，これをもっ
て譲受人に対抗することができない。

この場合において，債務者がその債務
を消滅させるために譲渡人に払い渡し
たものがあるときはこれを取り戻し，譲

渡人に対して負担した債務があるときは
これを成立しないものとみなすことがで
きる。

②譲渡人が譲渡の通知をしたにとどま
るときは，債務者は，その通知を受ける
までに譲渡人に対して生じた事由をもっ
て譲受人に対抗することができる。

 最二判昭42・10・27民集21巻8号
2161頁〔百選Ⅱ第28事件〕

未完成仕事部分に関する請負報酬金
債権の譲渡について，債務者の異議を
とどめない承諾がされても，

譲受人が右債権が未完成仕事部分に
関する請負報酬金債権であることを
知っていた場合には，

債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕
事完成義務不履行を事由とする当該請
負契約の解除をもつて譲受人に対抗す
ることができる。

右債権譲渡前に，〔双務契約により〕反
対給付義務が発生している以上，債権
譲渡時にすでに契約解除を生ずるに至
るべき原因が存在していたものというべ
きだからである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法第468条（指名債権の譲渡における債務者の抗弁）は，以下のように規定しています。■★468条▲第1項■債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは，譲渡人に対抗することが できた事由があっても，これをもって譲受人に対抗することができない。■★この場合において，債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し，譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。■★468条▲第2項■譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは，債務者は，その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。■★最高裁第二小法廷昭和42年10月27日判決▲民事判例集21巻8号2161頁は，以下のように判示しています。■★未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について，債務者の異議をとどめない承諾がされても，■★譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていた場合には，■★債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。■★右債権譲渡前に，〔双務契約により〕反対給付義務が発生している以上，債権譲渡時にすでに契約解除を生ずるにいたるべき原因が存在していたものというべきだからである。■2015年3月31日に国会に提出された民法（債権関係）改正法案は，民法468条1項の異議をとどめない承諾の規定を削除することにして，第2項を第1項に繰り上げています。■つまり，この昭和42年判決の法理が，今回の民法（債権関係）改正案に反映されているのです。■このようにして，債権譲渡によっても，債務者は債権者に対して有していた全ての抗弁を対抗できるようになったのですから，債権譲渡禁止特約の存在意義は，ほとんど消滅することになったといってよいでしょう。■それにもかかわらず，債権譲渡特約の効力を広範に認めるに至った今回の民法（債権関係）改正案は，大きな矛盾を抱えているといえるでしょう。



債権譲渡の債務者の抗弁の改正

 第468条（指名債権の譲渡にお

ける債務者の抗弁）

①債務者が異議をとどめないで前条の承

諾をしたときは，譲渡人に対抗することが

できた事由があっても，これをもって譲受

人に対抗することができない。

この場合において，債務者がその債務を

消滅させるために譲渡人に払い渡したも

のがあるときはこれを取り戻し，譲渡人に

対して負担した債務があるときはこれを成

立しないものとみなすことができる。

②譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまる

ときは，債務者は，その通知を受けるまで

に譲渡人に対して生じた事由をもって譲

受人に対抗することができる。

 第468条（債権の譲渡における債

務者の抗弁）

①債務者は，対抗要件具備時までに譲

渡人に対して生じた事由をもって譲受人

に対抗することができる。

②第466条第4項の場合における前項の

規定の適用については，同項中「対抗要

件具備時」とあるのは，「第466条第4項
の相当の期間を経過した時」とし，第466
条の3の場合における同項の規定の適

用については，同項中「対抗要件具備

時」とあるのは，「第466条の3の規定によ

り同条の譲受人から供託の請求を受け

た時」とする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権譲渡がなされた場合の債務者の抗弁については，★先に述べたように，債務者の保護が強化され，異議をとどめないでする承諾についての規定が削除されました。■このような債務者保護がなされたのですから,債権譲渡禁止特約の役割は終わったというべきでしょう。★それにもかかわらず，債権譲渡禁止特約の規定を残し,その点についての規定を468条で，改正案の矛盾点をフォローしているのは，真に不可解です。



将来債権の譲渡

将来債権の譲渡か? それとも，

枠のある範囲での集合債権の譲渡か?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
判例によって，未だに発生していない将来債権をあらかじめ譲渡することが認められています。★しかし，存在しないものを譲渡するというのは，一見不可能なことのように思われます。■★このような，一見不可能なように見えることを可能にする法理が，集合債権という枠・概念です。■ここでは，倉庫に出入りする商品を集合物として譲渡したり，担保したりするのと同様に，■継続的な取引において，一定の枠の範囲で出入りがある集合債権の譲渡について考察することを通じて，その中に取り込まれるであろう将来債権について，その譲渡が可能であることを示すことにします。



集合債権（将来債権を含む）譲渡

集合（流動）債権とは何か
一定の枠（以下の制約）の下で，生成・消滅を繰り返す債権
債権の発生原因による制約
一定の継続的な取引から生じる債権（民法398条の2，民法465条の2）

債権の発生時期の制約
1年（最判昭53・12・15判時916号25頁（診療報酬債権））

3年（民法398条の191項（根抵当権），民法465条の3第2項（根保証））

5年（民法465条の3第1項（根保証））

8年（最三判平11・1・29民集53巻1号151頁〔百選Ⅱ第27事件〕（診療報酬
債権））

10年（対抗要件に関する民法特例法8条3項2号）などの制約

極度額による制約
民法398条の2（根抵当），民法465条の2第2項（根保証）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★集合（流動）債権とは何でしょうか?■★集合債権とは，一定の枠（以下の制約）の下で，生成・消滅を繰り返す債権のことです。■この集合債権には，次のような枠による制約があるため，その枠の中に将来取り込まれるべき債権についても，実在するものと同じように取り扱うことができます。■★第1の制約は，債権の発生原因による制約です。■★つまり，一定の継続的な取引から生じる債権（民法398条の2，民法465条の2）に限定されます。■★第2の制約は，債権の発生時期の制約です。■以下のような将来債権が判例や民法の規定によって認められています。■★1年■（最高裁昭和53年12月15日判決▲判例時報916号25頁（診療報酬債権））■★3年■（民法398条の191項（根抵当権），民法465条の3第2項（根保証））■★5年■（民法465条の3第1項（根保証））■ ★8年■（最高裁第三小法廷平成11年1月29日▲民事判例集53巻1号151頁（診療報酬債権））■★10年■（対抗ヨウケンに関する民法特例法8条3項2号）など■★第3の制約は，根抵当，根保証に見られる。極度額による制約です。■★すなわち，民法398条の2（根抵当），民法465条の2第2項（根保証）による，極度額の制約です。



最判昭53・12・15判時916号25頁
（診療報酬債権）
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リース料 租税債権

集合
債権

（診療
報酬
債権）

集合
債権

（診療
報酬
債権）

医師 国リース会社

社会保険
診療報酬
支払基金

①将来
債権譲渡

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★1年後に発生する診療報酬債権が含まれる集合債権譲渡を有効とした，最高裁昭和53年12月15日判決▲判例時報916号25頁を見てみることにしましょう。■★医師に対して医療機器をリースしているリース会社が，診療報酬債権という発生したり，消滅したりする集合債権を一括して譲渡し，債権譲渡通知をしました。■★これに対して，その意思に対して租税債権を有する国が，診療債権に対して差押をしたという事例です。



最一判平13・11・22民集55巻6号1056頁
（診療報酬債権）
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将来債権 租税債権

集合
債権

集合
債権

債務者B
連帯

保証人A

国
Y

債権者
X

第三債務者

C

集合債権
譲渡担保

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★8年後に発生する診療報酬債権が含まれる集合債権譲渡を有効とした，最高裁第三小法廷平成11年1月29日▲民事判例集53巻1号151頁を見てみることにしましょう。■★最高裁昭和53年判決と同様に，医師の債権者が，診療報酬債権という発生したり，消滅したりする集合債権を一括して譲渡し，債権譲渡通知をしました。■★これに対して，その意思に対して租税債権を有する国が，診療債権を差押をしたという事例です。■将来債権といっても，枠によって特定された集合債権譲渡ですから，あらかじめ対抗ヨウケンを備えることによって，差押債権者に対抗することができるのです。



債務者間で行われる債権譲渡

1．第三者のためにする契約とは?
2. 債務者間で行われる債権譲渡
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権譲渡は，通常は，債権者同士である債権譲渡人と債権譲受け人との間でなされます。■この場合，債務者は蚊帳の外に置かれるために，債務者を保護するため，債権譲渡の対抗ヨウケンとして，債務者への通知又は，債務者の承諾が必要とされているのです。■しかし，債権譲渡には，もう一つの方法があります。それが，債務者間で行われる債権譲渡です。■★債務者間で行われる債権譲渡は，第三者のためにする契約を利用しますので，第１に，第三者のためにする契約とは何かについて考察します。■★第2に，債務者間で行われる債権譲渡，すなわち，債権者（A）の債務者（B）が，第三債務者（C）に対して有している債権を，第三者のためにする契約を利用して，債権者（A）に譲渡する方法と，その対抗ヨウケンについて，検討します。



第三者のためにする契約とは?（1/2）→条文
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 契約当事者の一方（諾約者）が，第三者（受益者）に対して直接債務を
負担することを契約の相手方（要約者）に約束する契約（民法537条～
539条）。

対価関係

債権

抗
弁

 典型例
 原因（対価）関係

 売主が，
その債権者に負って
いる債務を弁済するため，

 当事者
 売主（要約者）と買主（諾約者）

間の約束で，

 効果
 売買代金を買主から売主の債

権者（受益者）に直接支払わせ
ることができる。

売
買
代
金
債
権

第三者
のため
にする
契約

補
償
関
係

売
買
代
金
債
権

当事者
売主

（要約者）

当事者
買主

（諾約者）

売主の
債権者
（受益者）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「第三者のためにする契約」とは，民法537条から539条までの4か条で規定されている契約であり，契約当事者の一方（諾約者）が，第三者（受益者）に対して直接債務を負担することを契約の相手方（要約者）に約束する契約です。■★まず，典型例を見ることにしましょう。■★「第三者のためにする契約」の出発点は，契約外に存在する原因関係（対価関係）です。■★例えば，売主が，その債権者に追っている債務を弁済するために，買主の代金債権で決済をしようと考えたとしましょう。■★そこで，売主が買主との間で，売買代金を売主に支払うのではなく，売主の債権者に支払うという，「第三者のためにする契約」を締結します。■★そして，売主の債権者である受益者が，それを認めると，「第三者のためにする契約」の効力が生じ，受益者は，諾約者である買主に対して，直接に売買代金の支払いを請求することができるようになります。■このようにして，民法537条以下の「第三者のためにする契約」は，上記の例では，売主と買主との二者間契約であるにもかかわらず，売主の債権者を含めた三者間関係を規律することができる非常に便利な制度なのです。■例えば，第三者のためにする契約を利用した「債権譲渡」においては，通常の債権譲渡が，債務者を蚊帳の外に置いて行われるために，債務者の保護が必要であり，譲渡禁止特約が認められているのですが，そのような保護が濫用を助長するといった弊害が生じています。■これに対して，「第三者のためにする契約」を利用した『債権譲渡」の場合には，債務者が契約当事者となっているため，債務者を保護する必要がなく，しかも，債権譲渡の対抗ヨウケンとしての債務者への通知や債務者の承諾も必要としないため，将来的な発展が期待できます。■その上，契約当事者ではない受益者についても，受益の意思表示がなければ，「第三者のためにする契約」は，原則として効力を生じないとされているため，受益者の利益が害される危険もありません。



第三者のためにする契約とは?（2/2）→図解

 第537条（第三者のためにする契約）

①契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約し
たときは，その第三者は，債務者に対して直接にその給付を請求する
権利を有する。

②前項の場合において，第三者の権利は，その第三者が債務者に対し
て同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 第538条（第三者の権利の確定）

前条の規定により第三者の権利が発生した後は，当事者は，これを変
更し，又は消滅させることができない。

 第539条（債務者の抗弁）
債務者は，第537条〔第三者のためにする契約〕第1項の契約に基づく抗
弁をもって，その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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★第537条（第三者のためにする契約）は，以下のように規定しています。■★537条▲第1項■契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは，その第三者は，債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。■★537条▲第2項■前項の場合において，第三者の権利は，その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。■★第538条（第三者の権利の確定）は，以下のように規定しています。■★前条の規定により第三者の権利が発生した後は，当事者は，これを変更し，又は消滅させることができない。■★第539条（債務者の抗弁）は，以下のように規定しています。★債務者は，第537条〔第三者のためにする契約〕第1項の契約に基づく抗弁をもって，その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。■債務者による全ての抗弁が，例外なしに債権者に対抗できるとしている点が重要です。



「第三者のためにする契約」による
債権譲渡（債務者対抗要件は不要）
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既成法典は更改の場合に於ても亦，債権の譲渡の場合と等しく，債務者への通知
又は其承諾を必要とせり是れ非なり。…更改の場合にありては，債務者も亦契約の当
事者なるを以て，決して斯の如き手続を必要とせざるなり（民法修正案理由書）。

第515条（債権者の
交替による更改）

債権者の交替による更
改は，確定日付のある
証書によってしなけれ
ば，第三者に対抗する
ことができない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第三者のためにする契約を利用した債権譲渡の仕組みを示します。■★債務者（B）は，債権者（A）に債務を負っているが，債務者（B）は，第三債務者（C）に対して債権を有しているとします。■この場合，債務者（B）は，第三債務者（C)に対して有している債権を，債務者（B）の債権者（A）に譲渡すれば，債権の弁済に変えることができます。■特に，それが預金債権であれば，現金決済と同じ効果が生じます。■そこで，債務者（B）と第三債務者（C）例えば銀行との間で，預金債権等の債権を譲渡をすることに大きな意味があるのです。■★債務者（B）と第三債務者（C）との間で，第三者のためにする契約を使って，債権を債権者（A）に移転することを約します。■★それについて，債権者（A）が受益の意思表示をすると，債権は，抗弁のついたままで，債権者に移転します。■★第三者のためにする契約とは異なり，民法515条の「債権者の交代による更改」の場合には，抗弁は切断され，債務者にとって不利になりますが，第三者のためにする契約による場合には，抗弁がついたまま移転しますので，債務者の保護は十分です。■★しかも，第三者のためにする契約を利用した債権譲渡の場合には，債務者が当事者となりますので，債務者への通知も，債務者の承諾も必要ありません。■もしも，この契約を公正証書ですれば，確定日付も備えられることになります。■一歩を進めて，もしも，銀行による入出金記帳が確定日付と認められるようになれば，確実な対抗ヨウケンが備えられることになります。



債権者の交代による更改の再評価
－「第三者のためにする契約」の活用－

 民法第515条（債権者の交替による更改）

債権者の交替による更改は，確定日付のある証書によってしなければ，第三者に対抗す
ることができない。

 民法515条の立法理由

本条は既成法典財産編第500条に左の二修正を加へたるものなり。

１．確定日附ある証書を要するは，一に新旧債権者等の詐欺を予防するにあるが故に，
本条の規定を汎く債権者の交替に因る一切の更改に適用することとしたり。

２．既成法典は更改の場合に於ても亦，債権の譲渡の場合と等しく債務者への通知又
は其承諾を必要とせり是れ非なり。譲渡は，新旧債権者間の契約を以て之を為し，債
務者は唯其契約の第三者なるが故に，或は彼に通知し或は彼の承諾を得るを要する
も，更改の場合にありては債務者も亦契約の当事者なるを以て，決して斯の如き手続
を必要とせざるなり。

 旧民法財産編第500条
債権者が第503条に定むる如く其債権の物上担保を留保して或は，他人を恵む為め，或

は他人に対する債務を免がるる為め，其人に嘱託して，自己の債務者より弁済を受けし
むるときは，其受嘱託人は債権の譲渡に関する第347条の規定に従ふに非ざれば，第三
者に対して其債権を主張することを得ず。
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　このように考えると，これまで，あまり注目されてこなかった債権者の交代による更改（民法515条）が再評価されるべきだと思われます。■★民法第515条（債権者の交替による更改）は，以下のように規定しています。■★債権者の交替による更改は，確定日付のある証書によってしなければ，第三者に対抗することができない。■逆から言えば，公正証書による債権者の交代による更改は，それだけで，第三者対抗ヨウケンとなることを意味しています。■★そこで，民法515条の立法理由を見てみましょう。■★本条は既成法典▲財産編第500条に左の二つの修正を加えたるものなり。★第１に，確定日附ある証書を要するは，一つに新旧債権者等の詐欺を予防するにあるが故に，本条の規定をあまねく，債権者の交替に因る一切の更改に適用することとしたり。■★第２に，既成法典は更改の場合においても，また，債権の譲渡の場合と等しく，債務者への通知又はその承諾を必要とせり。しかし，これは非なり。譲渡は，新旧債権者間の契約をもって，これをなし，債務者はただ，その契約の第三者なるが故に，あるいは，彼に通知し，あるいは，彼の承諾を得るを要するも，更改の場合にありては，債務者も，また，契約の当事者なるをもって，決してかくのごとき手続を必要とせざるなり。■★現行民法の立法者が参考とした旧民法財産編 第500条は，以下のように規定していました。■★債権者が第503条にさだむるごとく，その債権の物上担保を留保して，あるいは，他人を恵むため，あるいは，他人に対する債務を免がるるため，その人に嘱託して，自己の債務者より弁済を受けしむるときは，その受託人は債権の譲渡に関する第347条の規定に従うにあらざれば，第三者に対してその債権を主張することを得ず。



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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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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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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