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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。



第三者のためにする契約
民法，特別法，判例の適用可能領域
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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は，民法では，明文の規定だけ見ると，537条から539条までのわずか，4か条しか規定がありません。しかし，特別法を見ると，非常に多くの規定があり，経済社会，特に，金融関係では，非常に大きな役割を果たしています。それを概観してみることにしましょう。■★第1は，民法です。■★第三者のためにする契約の明文の規定は，民法537条～539条にあります。■そのほかに，供託（民法494条～498条）も，契約の観点から見ると，債務者を要約者，国家を諾約シャ，真の債権者を受益者とする，第三者のためにする契約なのです。■★民法の特別法には，第三者のためにする契約に関する多くの規定があります。■★保険法は，第三者のためにする契約の典型例です。■リスクが増大する今後の社会において，保険契約がリスクを分散するための保険契約は，最も発展が見込まれる社会システムです。この保険契約が第三者のためにする契約を利用していることを十分に認識し，第三者のためにする契約の学習を行うべきです。■★責任契約は，損害保険と生命保険に分けられますが，損害保険の中で最も重要な地位を占める責任保険（保険法8条）は，第三者のためにする契約です。■責任保険の構造は，加害者である被保険者が要約者であり，保険会社が諾約シャであり，被害者が受益者であると考えると，よく理解できます。■★生命保険（保険法42条）は，第三者のためにする契約の典型例です。■被保険者が要約者，保険会社が諾約シャ，保険金受取人が受益者です。保険契約においては，受益の意思表示を必要としない点が特色です。■★信託法においても，受益権の取得（信託法88条）は，第三者のためにする契約に基づいて規定されています。■★商法においても，第三者のためにする契約が大きな役割を果たしています。■★現在，大発展している宅配便の運送契約（商法583条）も，第三者のためにする契約が利用されており，荷送り人が要約者，運送会社が諾約シャ，荷受け人が受益者です。■★条文にない領域でも，判例法が大いに発展しています。■★債務引受を第三者のためにする契約で成立させることができることは，古くから判例で認められてきました。大審院▲大正6年11月1日▲判決▲民録23輯1715頁が，リーディングケースです。■★契約上の地位の譲渡についても，最高裁▲第二小法廷▲昭和46年4月23日▲判決▲民事判例集25巻3号388頁は，そのように解釈することができます。■★銀行振込みの前身であり，現在は使われていない電信送金について，最高裁▲第一小法廷▲昭和43年12月5日▲判決▲民事判例集22巻13号2876頁は，電信送金契約について，それは，第三者のためにする契約ではないと判断しました。■これが原因となって，第三者のためにする契約の理論的な発展が遅れてしまったのですが，振込みについては，第三者のためにする契約によって理論構成することが可能だと，私は考えています。■★判例も，銀行振込について，大審院▲昭和9年5月25日▲判決▲民事判例集13巻829頁は，第三者のためにする契約によることを肯定します。この判例については，一部に，第三者のためにする契約を否定しているとの評釈がありますが，判決文をよく読んでみると，第三者のためにする契約によることを認めていることがわかります。



「第三者のためにする契約」の効用
わが国の学説・判例の盲点

「第三者のためにする契約」は，様々な制度を公正に構築で
きる優れた制度である。しかし，現状では，その利点が活か
されていない。
 「振込制度」の前身である「電信送金契約」に関して，判例は「第三者のため

の契約」ではないと断定した（大判大11・9・29民集1巻557頁，最一判昭43・
12・5民集22巻13号2876頁）。

 これが，「第三者のためにする契約」の解釈学の悲劇の始まりで
ある。
 その後，振込についても，「判例（大判昭9・5・25民集13巻829頁）は，振込契

約を第三者のための制度ではないと判断している」という考え方が通説と
なっている。

このため，「第三者のためにする契約」に基づいて振込制度
の基礎理論を形成するという機会が阻害されている。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「第三者のためにする契約」は，様々な制度を公正に構築できる優れた制度です。特別法の分野では，大きく発展を遂げています。ところが，民法の分野では，現在のところ，その利点が十分に活かされていません。■★「振込制度」の前身である「電信送金契約」に関して，判例（大審院▲大正11年9月29日▲民事判例集1巻557頁，および，最高裁▲第一小法廷▲昭和43年12月5日判決▲民事判例集22巻13号2876頁）は，「第三者のための契約」ではないと断定しています。■★これが，「第三者のためにする契約」の解釈学の悲劇の始まりとなりました。■★その後，振込についても，「判例（大審院▲昭和9年5月25日判決▲民事判例集13巻829頁）は，振込契約を第三者のための制度ではないと判断している」という誤った解釈が通説となっています。■★このため，「第三者のためにする契約」に基づいて振込制度の基礎理論を形成するという機会が今なお阻害されているのです。



「第三者のためにする契約」の効用
わが国の学説・判例の混迷

「誤振込」についても「第三者のためにする契約」からのアプ
ローチが不在である。

「振込契約」に関する判例解釈の混乱が原因となって，「誤振込」事
件に関して，最高裁は「原因関係がなくても振込は有効」という「珍
説」を採用するに至っている。

最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
「振込みの原因となる法律関係が存在しない場合であっても，受取人と

銀行との間に，振込金額相当の普通預金契約が成立する。」

このため，反社会的集団による「振り込め詐欺」に対しても，「原因関
係がなくても振込は有効」であるという判例法理が足枷となって，適
切な対処できないという混迷状態が続いている。

そこで，「第三者のためにする契約」について，原点に立ち返って基
礎的研究を行い，その効用を再評価をすることが必要となっている。

2015/10/20 Lecture on Obligation2, 2015 4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「ご振込」についても「第三者のためにする契約」からのアプローチが不在です。■★先に述べたように，「振込契約」に関する判例解釈の混乱が原因となって，「ご振込」事件に関して，最高裁は「原因関係がなくても振込は成立し，かつ，有効である」という「珍説」を採用するに至っています。■★すなわち，最高裁▲第二小法廷▲平成8年4月26日▲判決▲民事判例集50巻5号1267頁は，「振込みの原因となる法律関係が存在しない場合であっても，受取人と銀行との間に，振込金額相当の普通預金契約が成立する。」と判示しています。■この意味は，ご振込みでも，ご振込みの受取人は，有効な預金債権を取得すると考えられています。■★このため，反社会的集団による「振り込め詐欺」に対しても，「原因関係がなくても振込は有効」であるという判例法理がアシカセとなって，適切な対処ができないという混迷状態が続いています。■★そこで，「第三者のためにする契約」について，原点に立ち返って基礎的研究を行い，その効用を再評価をすることが必要となっているのです。



第三者のためにする契約の代表例
（1）生命保険契約

 保険法第42条
（第三者のためにする生
命保険契約）

 保険金受取人が生命保険
契約の当事者以外の者で
あるときは，当該保険金受
取人は，当然に当該生命保
険契約の利益を享受する。

生命
保険
契約

（補償
関係）

受益者

（保険金受
取人）

要約者
（被保険者）

対価関係

諾約者
（保険者）

抗
弁

 ここでのポイントは，第三者のためにする契
約としての生命保険契約の場合，受益者によ
る受益の意思表示は必要がないことである。

 一般の第三者のためにする契約においても，
事情によっては，受益の意思表示を必要とし
ない場合がありうる点に注意すべきである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法における現状と比較して，特別法の領域で第三者のためにする契約がいかに発展しているかを見てみましょう。■★保険法 第42条（第三者のためにする生命保険契約）は，★以下のように規定しています。■★保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは，★当該保険金受取人は，当然に当該生命保険契約の利益を享受する。■★ここでのポイントは，第三者のためにする契約としての生命保険契約の場合，受益者による受益の意思表示は必要がないことです。■★このことを参考にして，一般の第三者のためにする契約においても，事情によっては，受益の意思表示を必要としない場合がありうる点に注意すべきでしょう。



第三者のためにする契約の代表例
（2）債務引受

債務
引受
契約

（補償
関係）

対価関係

 わが国には，
債務引受に関する
明文の規定は存在
しない。

 判例（大判大10・5・9民録
27輯899頁）は，ドイツ民
法（414条～）等を参考に
判例法理を形成してきた。

債権

 しかし，わが国には，条文の根拠が，
本当に存在しないのであろうか。

債権
受益者
（債権者）

要約者
（債務者）

諾約者
（新債務者）

債務
引受

抗弁
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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（債権関係）改正によって，債務引受に関する明文の規定が誕生することが予定されていますが，★現状においては，わが国には，�債務引受に関する�明文の規定は存在しないとされています。■★そこで，判例（大審院▲大正10年5月9日▲判決▲民録27輯899頁）は，★ドイツ民法（414条～）等を参考にして，★判例法理を形成してきました。■★しかし，わが国には，条文の根拠が，本当に存在しないのでしょうか。



第三者のためにする契約の代表例
（3）契約上の地位の譲渡

旧賃貸人が権利を譲渡
（通常の債権譲渡によることで可能）

新賃貸人が債務を引受け
（第三者のためにする契約によることで可能）

2015/10/20 Lecture on Obligation2, 2015 7

賃料債権

債権
譲渡
契約

債権譲渡通知

抗弁

賃料債権

新賃貸人
（譲受人）

賃借人
（債務者）

旧賃貸人
（債権者）

使用収益

債務
引受
契約
（補償
関係）

対価関係

抗弁

使用収益
賃借人
（受益者）

旧賃貸人
（要約者）

新賃貸人
（諾約者）

最二判昭46・4・23民集25巻3号388頁
賃貸人の地位の譲渡の場合，新所有者に義務の承継を認めることが賃借人にとって

有利であるから，賃借人の承諾を必要とせず，旧所有者と新所有者間の契約をもって
これをなすことができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法（債権関係）改正によって，新設される契約上の地位の移転（改正案539条の2）について，賃貸借契約における賃貸人の地位の移転を例にとって，第三者のためにする契約の観点から考えてみましょう。■賃貸借契約における賃貸人の地位の移転は，契約当事者は，旧賃貸人と新賃貸人との間の契約によって実現されます。■★賃貸人の権利，すなわち，賃料債権などについては，★旧賃貸人と新賃貸人との間の，通常の債権譲渡によって★実現できます。■★賃貸人の債務，すなわち，賃借物を使用・収益させる債務についても，★旧賃貸人（旧債務者）と新賃貸人（新債務者）との間の第三者のためにする契約によって，★債務引受が実現できます。■このようにして，契約の地位の移転は，受益者である賃借人を契約当事者とすることなく，旧賃貸人と新賃貸人との契約によって，債権・債務を同時に移転することが可能となるのです。■★最高裁▲第二小法廷▲昭和46年4月23日▲判決▲民事判例集▲25巻3号388頁は，以下のように判示しています。■★賃貸人の地位の譲渡の場合，新所有者に義務の承継を認めることが賃借人にとって有利であるから，賃借人の承諾を必要とせず，旧所有者と新所有者間の契約をもってこれをなすことができる。



契約上の地位の譲渡を第三者のために
する契約として構成することは可能か?

 最二判昭46・4・23民集25巻3号388頁→図解

 土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は、賃貸人の義務
の移転を伴なうものではあるけれども、

 賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に
異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があつたときに
新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとつて有
利であるというのを妨げないから、

 一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、

 新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃
借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこ
れをなすことができると解するのが相当である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先に紹介した，最高裁▲第二小法廷▲昭和46年4月23日▲判決▲民事判例集▲25巻3号388頁について，もう少し詳しく見てみましょう。★土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡は、賃貸人の義務の移転を伴うものではあるけれども、★賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく、また、土地所有権の移転があったときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって有利であるというのを妨げないから、★一般の債務の引受の場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、★新所有者が旧所有者の賃貸人としての権利義務を承継するには、賃借人の承諾を必要とせず、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなすことができると解するのが相当である。



振込契約は
第三者のためにする契約か? (1/3)

 大判昭9・5・25民集13巻829頁
 甲が或銀行と契約し，同銀行は第三者乙に対し，若1,000円を支払ふ

べく取極めたるときは，這は疑も無く，第三者の為めにする契約なり。

 此場合，甲が銀行に当該金円を払込むと否と，其の払込は現金を以
てすると，将た甲の預金（が予ねて存在せしならば）其の中より差引く
と云ふ形式を以てすると，此等は総て甲と銀行との間に於ける内部
即ち資金関係の問題に過ぎず。

 要は唯，甲と銀行との間に，前記の如き支払の契約が成立すれば足
ると共に，又成立せざるべからず。

 又或は甲は銀行の了解を得て，乙名義の預金を為し，他日乙が此預
金の返還を請求し来るときは，銀行は之に応ずべき旨甲と銀行との
間に取極めを為すときは，是亦，第三者の為めにする契約に外なら
ず。
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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，振込み契約について，判例（大審院▲昭和9年5月25日判決▲民事判例集13巻829頁）は，第三者のためにする契約ではないと解釈するのが通説的な見解であることを述べました。■確かに，判決文の一部には，誤解を招く表現があるものの，しかし，判決をよく読んでみると，振込み契約は，第三者のためにする契約であることを明確に認めています。■★コウが，ある銀行と契約し，その銀行は第三者▲乙に対し，もしも1,000円を支払うべく取り決めたるときは，いわば，疑いもなく，「第三者のためにする契約」なり。■★この場合，コウが銀行に当該金員を払い込むと否と，その払込みは現金をもってすると，はたまた，コウの預金（があらかじめ存在せしならば），その中より差引くという形式をもってすると，これらは，総てコウと銀行との間における内部即ち資金関係の問題に過ぎず。■★要は，ただ，コウと銀行との間に，前記のごとき支払の契約が成立すれば たりるとともに，また，成立せざるべからず。■★また，あるいは，コウは銀行の了解を得て，乙名義の預金をなし，他日乙がこの預金の返還を請求し，きたるときは，銀行はこれに応ずべき旨，コウと銀行との間に取極めをなすときは，これまた，「第三者のためにする契約」にほかならず。



振込契約は
第三者のためにする契約か? (2/3)

学説は，この判例（大判昭9・5・25民集13巻829頁）

は，第三者のためにする契約を否定したものと解し
ている。←悲劇の始まり

例えば，幾代通・判批「預金契約と虚偽表示」『銀行取引
判例百選』（1966）第19事件（45頁）は，上記判決の第三
者のためにする契約であるとの箇所を省略した上で，

大審院は，「銀行は金庫なりという譬喩を用いて、甲・銀
行間の振込行為は第三者のためにする契約ではないと
断じ」ているとする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　以上に検討したように，判例は，振込み契約を「第三者のためにする契約」であるとしているのに対して，★一部の学説は，この判例（大審院▲昭和9年5月25日判決▲民事判例集13巻829頁）は，第三者のためにする契約を否定したものと解しています。■★例えば，幾代通・判例批評「預金契約と虚偽表示」『銀行取引判例百選』（1966）第19事件（45頁）は，上記判決の第三者のためにする契約であるとの箇所を省略した上で，★大審院は，「銀行は金庫なりという譬喩を用いて、甲・銀行間の振込行為は第三者のためにする契約ではないと断じ」ています。■これが，振込み契約に関する学説の悲劇の始まりとなったのです。



振込契約は
第三者のためにする契約か? (3/3)

学説の対応

第三者のためにする契
約説
川島武宜『民法総則』279
頁

通謀虚偽表示の抗弁の
対抗を認める（判旨に反
対）。

我妻『判民昭和9年度』67
事件

通謀虚偽表示の対抗は
善意の第三者に対抗で
きない（判旨に賛成）

指図（Anweisung）説
石田文次郎「判批」法学論
議32巻3号687頁
抽象的債務負担行為に

より，更改と同じく，一般
的に抗弁の対抗を認め
ない（判旨に賛成）。

入金記帳・無因説
水口・「判批」法律論叢13
巻１１-12号9251頁
銀行が口座に入金の記

入をし，その通知をする
ことによって，当座預金
口座契約の本質から当
然に、絶対的に預金債
権が発生する（判旨に賛
成）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　振込み契約に関する学説の対応は，以下の通りです。■第1は，第三者のためにする契約説です。■★その中で，川島タケヨシ『民法総則』279頁は，★通謀虚偽表示の抗弁の対抗を認めています（大審院▲昭和9年判決のハンシに反対しています）。■★ワガツマ説は，『判民▲昭和9年度』67事件の評釈において，■★通謀虚偽表示の対抗は善意の第三者に対抗できないとして，大審院▲昭和9年判決のハンシに賛成しています。■第2は，指図（ドイツのアンバイズングに依拠する）説です。■★石田文次郎「判例批評」法学論議32巻3号687頁は，★抽象的債務負担行為に基づいて，更改と同じく，一般的に抗弁の対抗を認めないとして，大審院▲昭和9年判決のハンシに賛成しています。■第3は，入金記帳・無因説です。■★水口・「判例批評」法律論叢13巻１１・12号9251頁は，★銀行が口座に入金の記入をし，その通知をすることによって，当座預金口座契約の本質から当然に、絶対的に預金債権が発生するとする説であり，大審院▲昭和9年判決のハンシに賛成しています。



第三者のためにする契約の応用例
（3）誤振込事件→解決策

振
込
委
託

預
金
債
権

支払
委託

Xの
債権者

要約者
A銀行
甲支店

債務者

振込指
図人X

諾約者
D銀行
丙支店

対価関係

抗
弁

誤振込
受取人

C

諾約者
A銀行
乙支店

Cの
債権者

Y

支払
委託

預
金
債
権

差押え

債権

全銀ネット口座

対価関係

なし

誤
振
込
委
託
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レポート課題ともなっている，最高裁平成8年判決の事実関係であるご振込事件の概要を図示します。★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，最高裁平成8年判決の中心的な問題であり，また，リポート課題の中心的なテーマでもあります。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（1/10）第三者異議事件

 事実関係と判旨
 １．振込依頼人Xの真意は，A銀行甲支店に対して，B（株式会社・東辰（トウシ

ン））の取引銀行（D銀行）の普通預金口座に振込みを依頼するつもりであっ
た。

 ところが，以前取引のあったカタカナ名が同じ振込先C（株式会社・透信
A(トウシン)）と間違えて振込依頼をしたため，XからCの取引銀行（A銀行
乙支点）の普通預金口座に振込みがあった。

 このような場合には，たとえ，両者の間に振込みの原因となる法律関係
が存在しない場合であっても，受取人と銀行との間に，振込金額相当の
普通預金契約が成立する。

 ２．誤振込を依頼したXは，誤振込を受けたCに対して，不当利得に基づく返
還請求権を有するに過ぎない。

 したがって，Cの債権者がCの預金債権を差し押さえた場合には，これに
対して第三者異議の訴えを提起して強制執行を排除することはできない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁平成8年判決の事実関係とハンシを述べます。★振込依頼人Xの真意は，A銀行コウ支店に対して，B（株式会社・東辰（トウシン））の取引銀行（D銀行）の普通預金口座に振込みを依頼するつもりでした。■★ところが，以前取引のあったカタカナ名が同じ振込先C（株式会社・透信(トウシン)）と間違えて振込依頼をしたため，XからCの取引銀行（A銀行乙支点）の普通預金口座に振込みがなされました。■★最高裁は，このような場合には，たとえ，両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合であっても，受取人と銀行との間に，振込金額相当の普通預金契約が成立すると判示しました。■★そして，最高裁は，ご振込みを依頼したXは，ご振込みを受けたCに対して，不当利得に基づく返還請求権を有するに過ぎないと判示しました。■★したがって，Cの債権者がCの預金債権を差し押さえた場合には，これに対して第三者異議の訴えを提起して強制執行を排除することはできないということになりました。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（2/10） 第一審判決(請求認容）

 東京地判平2・10・25の判旨
 １．振込における受取人と被仕向銀行との関係は，両者間の預金契約により，

あらかじめ包括的に，被仕向銀行が為替による振込金等の受入れを承諾し
ている。

そして，受入れの都度当該振込金を受取人のため，その預金口座に入
金し，かつ，受取人もこの入金の受入れを承諾してこれについて預金債
権を成立させる意思表示をしているものである。

 この契約は，準委任契約と消費寄託契約の複合的契約であると解され
る。

 ２．ここで，両者が，預金債権を成立させることにつき事前に合意しているも
のは，受取人との間で取引上の原因関係のある者の振込依頼に基づき仕向
銀行から振り込まれてきた振込金等に限られると解するのが相当である。

 ３．本件では，原告と「透信」との間に右取引上の原因関係がないことは明ら
かであるから，本件振込金について原告と前記銀行との間では預金契約は
締結されていない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このご振込み事件について，第一審の東京地裁▲平成2年10月25日判決は，最高裁の判断とは異なり，以下のように判示していました。■★振込における受取人と被仕向銀行との関係は，両者間の預金契約により，あらかじめ包括的に，被仕向銀行が為替による振込金等の受入れを承諾している。■★そして，受入れの都度当該振込金を受取人のため，その預金口座に入金し，かつ，受取人もこの入金の受入れを承諾してこれについて預金債権を成立させる意思表示をしているものである。■★この契約は，準委任契約と消費寄託契約の複合的契約であると解される。■★ここで，両者が，預金債権を成立させることにつき事前に合意しているものは，受取人との間で取引上の原因関係のある者の振込依頼に基づき仕向銀行から振り込まれてきた振込金等に限られると解するのが相当である。■★本件では，原告と「透信」との間に右取引上の原因関係がないことは明らかであるから，本件振込金について原告と前記銀行との間では預金契約は締結されていない。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（3/10） 第二審判決(請求認容）

 東京高判平3・11・28の判旨（控訴棄却，請求認容）
 １． Xは，B銀行に対し，甲に賃料等を送金する意思で誤って乙への送金手続

を依頼しており，本件振込依頼には要素の錯誤があるが，重過失がある。

 ２．振込金について銀行が受取人として指定された者（受取人）の預金口座
に入金記帳することにより受取人の預金債権が成立するのは，受取人と銀
行との間で締結されている預金契約に基づくものであるところ，振込みが振
込依頼人と受取人との原因関係を決済するための支払手段であることに鑑
みると，振込金による預金債権が有効に成立するためには，特段の定めが
ない限り，基本的には受取人と振込依頼人との間において当該振込金を受
け取る正当な原因関係が存在することを要すると解される。

 ３．そうすると，本件振込みに係る金員の価値は，実質的にはXに帰属してい

るべきであるのに，外観上存在する本件預金債権に対する差押えにより，こ
れがあたかもCの責任財産を構成するかのように取り扱われる結果となって
いるのであるから，Xは，右金銭価値の実質的帰属者たる地位に基づき，本
件預金債権に対する差押えの排除を求めることができると解すべきである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ご振込み事件について，第二審の東京高裁平成3年11月28日判決も，最高裁の判断とは異なり，以下のように述べて，控訴棄却し，原告の請求を認容しました。■★Xは，B銀行に対し，コウに賃料等を送金する意思で誤って乙への送金手続を依頼しており，本件振込依頼には要素の錯誤があるが，重過失がある。■★振込金について銀行が受取人として指定された者（受取人）の預金口座に入金記帳することにより受取人の預金債権が成立するのは，受取人と銀行との間で締結されている預金契約に基づくものであるところ，■振込みが振込依頼人と受取人との原因関係を決済するための支払手段であることに鑑みると，■振込金による預金債権が有効に成立するためには，特段の定めがない限り，基本的には受取人と振込依頼人との間において当該振込金を受け取る正当な原因関係が存在することを要すると解される。■★そうすると，本件振込みに係る金員の価値は，実質的にはXに帰属しているべきであるのに，外観上存在する本件預金債権に対する差押えにより，■これがあたかもCの責任財産を構成するかのように取り扱われる結果となっているのであるから，■Xは，右 金銭価値の実質的帰属者たる地位に基づき，本件預金債権に対する差押えの排除を求めることができると解すべきである。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（4/10） 最高裁の判決理由（1/4）

 １．振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは，振
込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かに
かかわらず，

受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し，受取人が銀行
に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。

 けだし，前記普通預金規定には，振込みがあった場合にはこれを預金口座
に受け入れるという趣旨の定めがあるだけで，

 受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の
振込みの原因となる法律関係の有無に懸からせていることをうかがわせる
定めは置かれていないし，

 振込みは，銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全，安価，迅速に
資金を移動する手段であって，

 多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため，その仲介に当たる銀行が
各資金移動の原因となる法律関係の存否，内容等を関知することなくこれを
遂行する仕組みが採られているからである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ご振込み事件について，最高裁平成8年判決は，一審・二審の判断を覆して，以下のような判決を下しました。■★振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは，振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず，�受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し，受取人が銀行に対して右 金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。■★けだし，前記普通預金規定には，振込みがあった場合にはこれを預金口座に受け入れるという趣旨の定めがあるだけで，■★受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無に懸からせていることをうかがわせる定めは置かれていないし，■★振込みは，銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全，安価，迅速に資金を移動する手段であって，■★多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため，その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否，内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているからである。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（5/10） 最高裁の判決理由（2/4）

 ２．また，振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる
法律関係が存在しないにかかわらず，振込みによって受取
人が振込金額相当の預金債権を取得したときは，

振込依頼人は，受取人に対し，右同額の不当利得返還
請求権を有することがあるにとどまり，

右預金債権の譲渡を妨げる権利を取得するわけではな
いから，

受取人の債権者がした右預金債権に対する強制執行の
不許を求めることはできないというべきである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁平成8年判決の続きです。■★また，振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しないにかかわらず，振込みによって受取人が振込金額相当の預金債権を取得したときは，■★振込依頼人は，受取人に対し，右同額の不当利得返還請求権を有することがあるにとどまり，■★右預金債権の譲渡を妨げる権利を取得するわけではないから，■★受取人の債権者がした右預金債権に対する強制執行の不キョを求めることはできないというべきである。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（6/10） 最高裁の判決理由（3/4）

 ３．これを本件についてみるに，前記事実関係の下では，C
は，F銀行に対し，本件振込みに係る普通預金債権を取得し
たものというべきである。

そして，振込依頼人であるXと受取人であるCとの間に本

件振込みの原因となる法律関係は何ら存在しなかったと
しても，

 Xは，Cに対し，右同額の不当利得返還請求権を取得し得

るにとどまり，本件預金債権の譲渡を妨げる権利を有す
るとはいえないから，

本件預金債権に対してされた強制執行の不許を求めるこ
とはできない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最高裁平成8年判決の続きです。■★これを本件についてみるに，前記事実関係のもとでは，Cは，F銀行に対し，本件振込みに係る普通預金債権を取得したものというべきである。■★そして，振込依頼人であるXと，受取人であるCとの間に本件振込みの原因となる法律関係は何ら存在しなかったとしても，■★Xは，Cに対し，右 同額の不当利得返還請求権を取得し得るにとどまり，本件預金債権の譲渡を妨げる権利を有するとはいえないから，■★本件預金債権に対してされた強制執行の不キョを求めることはできない。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（7/10） 最高裁の判決理由（4/4）

 ４．そうすると，右と異なる原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違
法があり，右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，

 その趣旨をいう論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。

 そして，以上に判示したところによれば，Xの本件請求は理由がない

から，右請求を認容した第一審判決を取消し，これを棄却すべきもの
である。（破棄自判：第1審判決取消し，Xの請求棄却）

裁判長裁判官 河合伸一（京大法学部卒→判事補→弁護士→最高裁判
事→アンダーソン・毛利・友常法律事務所へ天下り）

裁判官 大西勝也（東大法学部卒→判事→最高裁事務局長→最高裁判
事→弁護士→三井住友銀行，三井住友フィナンシャルグループ監査役）

裁判官 根岸重治（東大法学部卒→検事→東京高検検事長→弁護士→
最高裁判事→セントラル硝子株式会社社外監査役）

裁判官 福田博（東大法学部卒→外交官→最高裁判事→弁護士登録，
西村あさひ法律事務所）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁平成8年判決の続きです。■★そうすると，右と異なる原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があり，右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，■★その趣旨をいう論旨〔上告理由〕は理由があり，原判決は破棄を免れない。■★そして，以上に判示したところによれば，Xの本件請求は理由がないから，右請求を認容した第一審判決を取消し，これを棄却すべきものである。（破棄自判：第1審判決取消し，Xの請求棄却）■■この結論は，ご振込み人にとって厳しく，銀行に有利な判断です。■最高裁8年判決は，その後の振込み判決に決定的な影響を及ぼすことになりますが，公平な判断というには，余りにも銀行に有利な判決です。■そこで，平成8年判決を下した裁判官が，その後，どのような進路を取ったかを調べてみました。その結果は，平成8年判決において，それぞれの裁判官が，公平な判断を下したかどうか，疑いが生じるものでした。■★裁判長裁判官の河合伸一は，京大法学部卒で，司法試験合格後，判事補，弁護士を経て，最高裁判事となって，この判決を下しますが，その後，わが国でもっとも大きな弁護士事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所へと天下りをしています。■★裁判官の大西勝也は，東大法学部卒で，司法試験合格後，判事を勤め，最高裁事務局長を経て，最高裁判事となり，本判決を下した後，三井住友銀行，三井住友フィナンシャルグループ監査役へと天下りしています。■★裁判官の根岸重治は，東大法学部卒で，司法試験合格後，検事となり，東京高検検事長を勤めた後，弁護士を経由して，最高裁判事となり，本判決を下した後，セントラル硝子株式会社社外監査役へと天下りしています。■★裁判官の福田博は，東大法学部卒で，外交官となり，司法試験を経ることなく，最高裁判事となり，その後，弁護士登録して，大手弁護士事務所である西村あさひ法律事務所に入っています。■このように，平成8年判決を下した裁判官の多くが，銀行の顧問弁護をしている最大手の弁護士事務所や，銀行そのものに天下りしており，判決の公平性に疑念を生じさせています。■わが国の公務員として最高の給与を受け，恩給，年金も充実しているにもかかわらず，さらに天下りをすることは，最高裁判所の裁判官として晩節をけがすものであり，天下りをすべきではないと，私は考えています。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（8/10） 判例の批判的検討（1/3）

 １．棚ぼた式の利益を得ようとしている誤振込の受
取人とその債権者Yよりも，錯誤によって誤振込を依
頼したXが保護されるべきである。

振込制度をコントロールできる立場にある仕向銀
行が，振込から通常生じうるリスクを負担すべき
である。

振込業務を引き受けた仕向銀行は，錯誤による
誤振込の無効を認め，正規の振込業務を履行す
べきである（組戻しの後に，正規の振込を実行す
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
　最高裁8年判決について，批判的検討を行います。■★「棚ぼた式」，すなわち，「なんの努力をしないのに，棚からぼた餅が落ちてきて，偶然の利益を享受する」ような利益を得ようとしている，ご振込みの受取人，および，その債権者Yよりも，錯誤によって，ご振込みを依頼したXが保護されるべきです。■★振込制度を開発し，管理・運営しており，振込み制度をコントロールできる立場にある仕向銀行が，振込から通常生じうるリスクを負担すべきです。■★振込業務を引き受けた仕向銀行は，錯誤によるご振込みの無効を認め，正規の振込業務を履行すべきです。■つまり，後に述べるように，組戻しの後に，正規の振込を実行すべきだと，私は考えています。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（9/10） 判例の批判的検討（2/3）

 ２．二重の振込を行わざるを得なかった仕向銀行のリスク回
避のための保護の必要性は，棚ぼた式の利益を得ようとし
ている誤振込の受取人とその債権者Yよりも優先されるべき
である。

そのことを実現できる制度として，「第三者のための契約」
理論が活用されるべきである。

そのためにも，振込契約を，振込依頼を受けた仕向銀行
を要約者，被仕向銀行を諾約者，振込受取人を受益者と
考えるべきである。

諾約者である被仕向銀行は，原因関係不存在の抗弁を
もって，受益者およびその債権者に対抗できるからである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁8年判決について，批判的検討を続けます。■★二重の振込を行わざるを得なかった仕向銀行のリスク回避のための保護の必要性は，「棚ぼた式」の利益を得ようとしているご振込みの受取人とその債権者Yよりも優先されるべきです。■★そのことを実現できる制度として，「第三者のためにする契約」の理論が活用されるべきです。■★そのためにも，振込契約を，振込依頼を受けた仕向銀行を要約者，被仕向銀行を諾約シャ，振込受取人を受益者と考えるべきです。★諾約シャである被仕向銀行は，原因関係不存在の抗弁をもって，受益者およびその債権者に対抗できるからです。



最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁
（10/10） 判例の批判的検討（3/3）

 ３．振込の制度は，すべて，銀行と全銀ネットのコン
トロールに置かれている。

そこで不具合が生じた場合に，そのリスクを顧客
である振込依頼者に負わせたのでは，問題の真
の解決から離れてしまうだけである。

振込制度から生じる不都合は，その制度をコント
ロールしている銀行のイニシアティブによって解
決されるべきである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁8年判決について，批判的検討を続けます。■★振込の制度は，すべて，銀行と全銀ネットのコントロールに置かれています。■★そこで不具合が生じた場合に，そのリスクを顧客である振込依頼者に負わせたのでは，問題の真の解決から離れてしまうだけでしょう。■★振込制度から生じる不都合は，その制度をコントロールしている銀行のイニシアティブによって解決されるべきだと，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，銀行振込み・組戻しの講義を終わります。


	債権総論2　講義��銀行振込み・組戻し
	第三者のためにする契約�民法，特別法，判例の適用可能領域
	「第三者のためにする契約」の効用�わが国の学説・判例の盲点 
	「第三者のためにする契約」の効用�わが国の学説・判例の混迷 
	第三者のためにする契約の代表例（1）生命保険契約
	第三者のためにする契約の代表例（2）債務引受
	第三者のためにする契約の代表例（3）契約上の地位の譲渡
	契約上の地位の譲渡を第三者のためにする契約として構成することは可能か?
	振込契約は�第三者のためにする契約か? (1/3)
	振込契約は�第三者のためにする契約か? (2/3)
	振込契約は�第三者のためにする契約か? (3/3)
	第三者のためにする契約の応用例（3）誤振込事件→解決策
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（1/10）第三者異議事件
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（2/10） 第一審判決(請求認容）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（3/10） 第二審判決(請求認容）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（4/10） 最高裁の判決理由（1/4）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（5/10） 最高裁の判決理由（2/4）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（6/10） 最高裁の判決理由（3/4）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（7/10） 最高裁の判決理由（4/4）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（8/10） 判例の批判的検討（1/3）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（9/10） 判例の批判的検討（2/3）
	最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁（10/10） 判例の批判的検討（3/3）
	レポート課題
	誤振込事件�（最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁）
	活用すべき文献

