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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の
機能と課題

1. 第三者のためにする契約の位置づけ

2. 第三者のためにする契約の適用領域

3. 第三者のためにする契約の機能

4. その機能が活用されていないのはなぜか?

2014/10/27 Lecture on Obligation2, 2015 2

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の機能について，以下の三つの観点から検討します。■★第1に,第三者のためにする契約の位置づけを行います。■★第2に,第三者のためにする契約の適用領域を明らかにします。■★第3に,第三者のためにする契約の機能について，検討します。■★以上の三つの点を検討した後に，第三者のためにする契約の機能がうまく活用されていないのはなぜか?について，検討します。■



第三者のためにする契約
－民法典上の位置づけ－
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者のためにする契
約」とはどのような
関係にあるのだろ
うか？
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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，契約であるにもかかわらず，契約各論にある典型契約とはされていません。■契約成立，契約の解除と同様に，契約総論の契約の効力の箇所に位置づけられています。■そのほかにも，契約の箇所ではなく，債権総論の箇所にも，保証契約という契約が出てきますし，債権譲渡や更改も契約であるにもかかわらず，典型契約とは位置づけられていません。■■債権総論は，多数当事者の債権債務関係，債権の移転，債権の消滅という観点から，債権全般について規定しているので，そこに，保証契約，債権譲渡，更改という契約が位置づけられるのは，それなりの理由があります。■しかし，第三者のためにする契約が，契約各論ではなく，契約総論に位置づけられているのは，不思議です。■★典型契約と「第三者のためにする契約」とはどのような関係にあるのでしょうか？■その理由は，２つのものが考えられます。■第1の理由は，典型契約が，二当事者間の契約によって，二当事者間の間に効力を生じさせるものであるのに対して，第三者のためにする契約は，二当事者間の契約によって，当事者ではない第三者に契約の効力を有するために，典型契約とは異なる位置づけがされたのだと思われます。■第2の理由は，典型契約は，財産権を移転するとか，財産権を移転しないまま使用収益をさせるとか，仕事を完成させるとか，それぞれの契約が独自の性質と効力を有しているのに対して，第三者のためにする契約は，そのような個別の効力にとらわれずに，債権を移転したり，債務を引き受けたり，多数当事者の関係を作り出したりする，万能の効力を有しているからだと思われます。■そこで，第三者のためにする契約の万能の効力について，順を追って，検討することにしましょう。■



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，国家をダクヤクシャ，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。■★第2に，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，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。■★保険契約は，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，保険会社がダクヤクシャであり，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，保険会社がダクヤクシャ，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となっています。■★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，大きく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，荷送りにんが要約者，運送会社がダクヤクシャ，荷受け人が受益者です。■★第3に，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契約について，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であ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」の機能
民法に規定のない制度の構築が可能

• 民法466条以下の債権譲渡とは異なり，債権者と債務
者との間の契約で債権を譲渡できる。

債権者・債務者間の
合意による
「債権譲渡」

• 判例・学説によって認められている債務引受とは異な
り，債権者と新債務者との間の合意ではなく，債務者
と新債務者との間の合意で債務引受を実現できる。

• 民法514条（債務者の交代による更改）とは異なり，新
債務者は，債務者が有していた抗弁をもって，債権者
に対抗できる。

債権者・債務者間の
合意による
「債務引受」

• 振込依頼人から受益者への振込依頼に基づき，仕向銀
行と被仕向銀行との合意で，依頼人名義の仕向銀行の
預金債権を受益者名義の預金債権へと移転することを理
論的に説明できる。

銀行「振込」の

基礎理論
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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には，以下のように，主として，三つの機能が認められます。■★第1は，債権者・債務者間の合意による「債権譲渡」の機能です。■★第2は，債権者・債務者間の合意による「債務引受」の機能です。■★第3は，銀行「振込」の基礎理論を構成することができる優れた機能です。■■第1の機能については，★民法466条以下の債権譲渡とは異なり，債権者と債務者との間の契約で債権を譲渡できるという特色を有しています。■第2の機能については，★判例・学説によって認められている債務引受とは異なり，債権者と新債務者との間の合意ではなく，債務者と新債務者との間の合意で債務引受を実現できるという特色を有しています。しかも，★民法514条（債務者の交代による更改）とは異なり，新債務者は，債務者が有していた抗弁をもって，債権者に対抗できるのが特色です。■第3の機能については，★振込依頼人から受益者への振込依頼に基づき，仕向銀行と被仕向銀行との合意で，依頼人名義の仕向銀行の預金債権を受益者名義の預金債権へと移転することを理論的に説明できるという特色を有しています。■



「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

にする契約」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」について，判例（大審院▲大正11年9月29日判決▲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，「第三者のためにする契約」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にする契約だとしているのですが，通説は，この判決について，「振込みは，第三者のためにする契約ではないと判断している」という誤った解釈をしています。■★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。
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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」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，最高裁平成８年判決は「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
条文（立法理由と判例）の理解

 １．第三者のためにする契約の定義と典型例

 ２．民法537条（当事者と効力）

 ３．民法538条（変更可能時期）

 ４．民法539条（抗弁の対抗）
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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を理解するために，以下の順序で検討を進めることにします。■★第1に，第三者のためにする契約の定義と典型例を図解します。■★第2に，民法537条（当事者と効力）を図解します。■★第3に，民法538条（変更可能の時期）を図解します。■★第4に，民法539条（抗弁の対抗）を図解します。■



第三者のためにする契約の
条文（立法理由と判例）の理解

１．第三者のためにする契約の

定義と典型例

1. 第三者のためにする契約は，どのように定義されているか?

2. 第三者のためにする契約の典型例とはどのような事例か?

3. 第三者のためにする契約の典型例は，他の制度で実現できないか?

4. 他の契約とは異なる第三者のためにする契約の特色とは，何か?
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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の定義と典型例について，以下の順序で検討します。★第1に，第三者のためにする契約は，どのように定義されているのか?について，図を使って説明します。■★第2に，第三者のためにする契約の典型例とはどのような事例なのか?について，図を使って説明します。■★第3に，第三者のためにする契約の典型例は，他の制度で実現できないのか?他の契約とは異なる第三者のためにする契約の特色とは，何か?について，図を使って説明します。■



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（諾約シャ）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

シャ）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

（諾約シャ）

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（ダクヤクシャ）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（すなわち，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，ダクヤクシャ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，売主と買主との間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の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，現在では，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，債務者を特別に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，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」の意義
典型例の検討(2/2)

典型例の場合というのは，実は，売主の債権者と売主とが当
事者となって，債権の弁済に代えて，売買代金債権を売主の
債権者に譲渡すればよい事例である。そうだとすると…

対価関係

債権

抗
弁

第三者
のため
にする
契約

補
償
関
係

 「第三者のためにする
契約」をする必要は
あるのか?
 債権譲渡の場合

には，売主の債権
者と売主との合意
によらなければな
らない。しかし，

 第三者のために
する契約の場合
には，売主と買主
の合意でよい。

売
買
代
金
債
権

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）

 誰が当事者
になるかは，
実は，大きな
問題である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権総論に規定されている債権譲渡と比較した場合に，第三者のためにする契約は，はたして，必要なのか?について検討します。■★先に検討した，第三者のためにする契約の典型例というのは，実は，売主の債権者と，売主とが当事者となって，債権の弁済に代えて，売買代金債権を売主の債権者に譲渡すればよい事例でした。そうだとすると…■★「第三者のためにする契約」をする必要は�あるのでしょうか?■★債権総論に規定されている債権譲渡の場合には，売主の債権者と売主との合意によらなければなりません。しかし，■★第三者のためにする契約の場合には，売主と買主の合意でよいのです。しかも，二者間契約によって，第三者である売主の債権者に契約の効力（すなわち，債権移転の効力）を生じさせることができます。■★このように，誰が当事者になるかは，実は，大きな問題なのです。■このことは，これから検討する，銀行振込みの法律関係を検討することによって，明らかになります。■



第三者のためにする契約の
条文（立法理由と判例）の理解

２．民法537条（当事者と効力）

1. 民法537条の立法理由は何か?
2. 民法537条が旧民法に対して下している評価は正しいか?
3. フランス民法1121条とドイツ民法328条とで相違はあるか?
4. 受益の意思表示はなぜ必要か?
5. 受益の意思表示は，常に必要か?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これから，第三者のためにする契約に関する条文を一つずつ，詳しく検討します。■最初は民法537条，すなわち，第三者のためにする契約の当事者と効力について，次の順序で検討します。■★第1に，民法537条の立法理由はなんでしょうか?■★第2に，民法537条が旧民法に対して下している評価は正しいのでしょうか?■★第3に，フランス民法1121条とドイツ民法328条とで相違はあるのでしょうか?■★第4に，受益の意思表示はなぜ必要なのでしょうか?■★第5に，受益の意思表示は，常に必要なのでしょうか?■



第三者のためにする契約
民法537条の理解(1/5）

 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。

第三
者のた
めにす
る契約

（補償
関係）

他方当事者
（要約者）

対価関係
第三者
（受益者）

一方当事者
（諾約者）
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直接請求権

の発生を結果と
考えよう。

結果を生じさせ
る2つの原因とは
何か?

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法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。■★民法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。■★民法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。■以上の条文の意味を図解してみましょう。■★直接請求権の発生を結果と考えてみましょう。■そう考えた場合に，■★直接請求権という結果を生じさせる2つの原因とはなんでしょうか?★第1の原因が，図の上に示した「対価関係」であり，■第2の原因が，図の縦に示した「補償関係」すなわち，第三者のためにする契約なのです。■



第三者のためにする契約
民法537条の理解 (2/5）

 民法537条の立法理由（1/2）
 立法の趣旨

本条〔現行民法536条〕乃至第536条〔現行民法539条〕は，他人の利益
の為めにする契約に関する規定なり。

 旧民法の考え方との相違点

此種の契約の有効なるは，近時学者の疑はざる処にして，立法例も亦
漸次に其効力を認むる傾向あり〔例えば，フランス民法典1121条，ドイツ
民法328条～334条〕。

之に反して，既成法典は此種の契約を無効とせり。其理由とする処は，
此契約に在りては，金銭に見積ることを得可き利益なきを以て原因の存
せざる契約と為すに在るなり（財323）〔旧民法財産編323条〕。

然れども，本案に於ては，原因を以て契約の要素と為さず又債権の目
的は金銭に見積ることを得可きものに限らざるの主義を採りたるを以て，
此契約を無効とするの理由なし。
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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537条の立法理由はなんでしょうか?■★立法理由書によると，立法の趣旨は，以下の通りです。■★本条〔現行民法536条〕ないし第536条〔現行民法539条〕は，他人の利益のためにする契約に関する規定なり。■★現行民法と旧民法の考え方との相違点は，以下の通りです。■★このしゅの契約の有効なるは，近時，学者の疑わざるところにして，立法例もまた，漸次にその効力を認むる傾向あり〔例えば，フランス民法典1121条，ドイツ民法328条～334条〕。■★これに反して，既成法典はこのしゅの契約を無効とせり。その理由とするところは，この契約にありては，金銭に見積ることをうべき利益なきをもって原因の存せざる契約となすにあるなり（財323）〔旧民法財産編323条〕。■★しかれども，本案においては，原因をもって契約の要素となさず，又，債権の目的は金銭に見積ることをうべきものに限らざるの主義を採りたるをもって，この契約を無効とするの理由なし。■



第三者のためにする契約
民法537条の理解 (3/5）

 民法537条の立法理由（2/2）
 立法の必要性

 今当事者間に於て，此契約の有効なるは言を俟たざるを以て，明文を掲ぐるの必要

なしと雖も，第三者が此契約に依りて権利を取得す可きものなるや否やに在りては，
学説及び立法例未だ一致せざるを以て，特に之に関する規定を設くるの必要あり。

 従来の立法例との対比

 従来の立法例に依れば，此場合に於て第三者は契約に干与せざるを以て，其利益を
受くることを得ざるものとしたるも，近時 独逸民法草案〔ドイツ民法328条以下〕及び瑞
西債務法〔112条〕の如きは，正反対に，第三者をして直ちに権利を取得せしめ，特に
拒絶を為したる場合に於て其権利を失ふものとせり。

 本条の特色

 本案に於ては，右の両主義を折衷し，原則として当事者の意思を以て第三者をして権
利を取得することを得せしめ，唯第三者の自ら知らざる間に権利を取得したるものと
為すは其当を得ざるを以て，第二項の規定を置きたり。

両主義の折衷とは何か？

フランス民法1121条（旧民法財産編323条），ドイツ民法328条は「第三者のためにす
る契約」について，どのように規定しているか？
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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537条の立法理由の続きです。■★立法理由書によると，民法537条の立法の必要性は，以下の通りです。■★今 当事者間において，この契約の有効なるは，げんをまたざるをもって，明文をかかぐるの必要なしといえども，第三者がこの契約によりて権利を取得すべきものなるや，いなや，にありては，学説及び立法例，未だ一致せざるをもって，特にこれに関する規定をもうくるの必要あり。■★立法者は，従来の立法例との対比によって，立法の正当化を以下のように説明しています。■★従来の立法例によれば，この場合において，第三者は契約に干与せざるをもって，その利益をうくることを得ざるものと したるも，近時 ドイツ民法草案〔ドイツ民法328条以下〕及び，スイス債務法〔112条〕のごときは，正反対に，第三者をして直ちに権利を取得せしめ，特に拒絶を なしたる場合において，その権利を失うものとせり。■★最後に，立法者は，本条の特色を以下のように説明しています。■★本案においては，右の両主義を折衷し，原則として，当事者の意思をもって 第三者をして 権利を取得することを得せしめ，ただ，第三者の自ら知らざる間に権利を取得したるものとなすは，その当を得ざるをもって，第二項の規定を置きたり。■★ところで，上記の両主義の折衷とはなんでしょうか？■★両者を代表する，フランス民法1121条（旧民法財産編323条），ドイツ民法328条は，それぞれ，「第三者のためにする契約」について，どのように規定しているのでしょうか？■



第三者のためにする契約
民法537条の理解 (4/5）

旧民法では，第三者のためにする契約は，無効か?
旧民法財産編第323条〔第三者のためにする契約〕

①要約者が合意に付き金銭に見積ることを得べき正当の利益を有せざ
るときは，其合意は原因なき為め無効なり。

②第三者の利益の為めに要約を為し，且，之に過怠約款を加へざるとき
は其要約は，之を要約者に於て金銭に見積ることを得べき利益を有せ
ざるものと看做す。

③然れども，第三者の利益に於ける要約〔La stipulation faite dans 
l’intérêt d’autrui〕は，要約者が自己の為め為したる要約の従たり又は諾
約者に為したる贈与の従たる条件なるときは有効なり。

④右二箇の場合に於て，従たる条件の履行を得ざるときは，要約者は単
に合意の解除訴権又は過怠約款の履行訴権を行ふことを得。

①，②無効と③の有効とは，どのような関係に立つか？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現行民法の起草者は，その立法理由書において，旧民法では，第三者のためにする契約を無効としていたと述べています。しかし，このことは本当なのでしょうか?■★旧民法 財産編 第323条〔第三者のためにする契約〕を読んでみましょう。■★旧民法▲財産編▲第323条▲第1項■要約者が合意に付き金銭に見積ることをうべき 正当の利益を有せざるときは，その合意は原因なきため無効なり。■★第2項■第三者の利益のために要約をなし，かつ，これに過怠約款を加えざるときはその要約は，これを要約者において金銭に見積ることをうべき利益を有せざるものとみなす。■★第3項▲しかれども，第三者の利益における要約〔ラ・スティピュラッション・フェ・ダン・ランテレ・ドウトリュイ〕は，要約者が自己のためなしたる要約のジュウたり，又は，ダクヤクシャになしたる贈与の従たる条件なるときは，有効なり。■★第4項▲右二箇の場合において，従たる条件の履行を得ざるときは，要約者は単に合意の解除訴権，又は，過怠約款の履行訴権を行ふことをう。■★旧民法▲法財産編の第1項，第2項にいう無効と，第3項以下の第三者のためにする契約の有効とは，どのような関係に立つのでしょうか？■



第三者のためにする契約
民法537条の理解 (5/5）

 旧民法は，「第三者のためにする契約」の有効性を否定していない

確かに，旧民法は，原因（cause）を契約の有効要件とするフランス民法1108，
1131条の影響を受けて，原因を欠く契約は無効としていた（財産編第304条）。

 しかし，旧民法も，合法的な原因関係と対価要件の下に「第三者のためにす
る契約」を肯定している（財産編第323条第3項）。

 この点，現行民法の立法理由が， 「既成法典〔旧民法〕は此種の契約〔第三
者のためにする契約〕を無効とせり」としているのは，誤解である。

 原因（対価）関係は，今なお有用な考慮事項である

 このような原因（cause）の考え方は，英米法が契約の有効性について，対価
関係（Consideration）を要求しているのと同じである。

原因と対価関係は，一般論としては否定しようとするのが世界の傾向である
が，具体的な事例においては，常に念頭に置くべき考慮事項である。

わが国の学説が，第三者のためにする契約において，「対価関係」を要求し
ているのは，正当である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行民法の立法者は，その理由書において，旧民法は，第三者のためにする契約を否定していると述べていましたが，本当にそうなのでしょうか?■★旧民法をよく読んでみると，旧民法は，「第三者のためにする契約」の有効性を否定していないことが分かります。■★確かに，旧民法は，原因（cause）を契約の有効ヨウケンとするフランス民法1108条，1131条の影響を受けて，原因を欠く契約は無効としていました（財産編 第304条）。■★しかし，旧民法も，合法的な原因関係と対価ヨウケンのもとに「第三者のためにする契約」を肯定しています（財産編第323条▲第3項）。■★したがって，現行民法の立法理由が， 「既成法典〔旧民法〕はこの種の契約〔第三者のためにする契約〕を無効とせり」としているのは，明らかな誤解です。■★確かに，原因（対価）関係の不存在をもって，一律に契約の無効原因とすることは誤りですが，契約の有効･無効を判断するに際して，今なお有用な考慮事項であることに変わりはありません。■★このような原因（cause）の考え方は，英米法が契約の有効性について，対価関係（Consideration）を要求しているのと同じであり，一律に契約の無効原因とするのは誤りですが，考慮事項として有用です。■★もちろん，原因と対価関係は，一般論としては否定しようとするのが世界の傾向ですが，具体的な事例においては，常に念頭に置くべき考慮事項なのです。■★したがって，わが国の学説が，第三者のためにする契約において，有効な「対価関係」の存在を 前提として要求しているのは，正当であると，私は考えています。■



第三者のためにする契約の
条文（立法理由と判例）の理解

３．民法538条（変更可能時期）

1. 民法538条の立法理由は何か?

2. 当事者が契約内容を変更できるのは，民法上は，いつまでか？

3. 当事者が契約内容を変更できるのは，保険法上はいつまでか?
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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の変更可能時期について規定している，民法538条について，以下の3点を詳しく検討することにします。■★第1に，民法538条の立法理由は何か?について検討します。■★第2に，当事者が契約内容を変更できるのは，民法上は，いつまでか？について検討します。■★第3に，当事者が契約内容を変更できるのは，保険法上はいつまでか?について，検討します。■



第三者のためにする契約
民法538条の理解（1/3）

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。

第三
者のた
めにす
る契約

（補償
関係）

要約者

対価関係

諾約者
（債務者）

受益者
（債権者）
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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。■



第三者のためにする契約
民法538条の理解(2/3）

民法538条の立法理由

本条の規定なきときは，果して本条に掲げたるが
如き結果を生ずるや，頗る疑なき能はず。

何となれば，第三者は当事者が自由に契約を変
更し又は廃棄することを得る範囲内に於て，権利
を取得したるものと解することを得べければなり。

若し当事者が随意に第三者の権利を変更し又は
廃棄し得可きものとせば，第三者の権利は有名
無実に帰す可きを以て，本条の規定を置くの必
要あり。
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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538条の立法理由は，以下の通りです。■★本条の規定なきときは，果して本条に掲げたるがごとき結果をしょうずるや，すこぶる 疑いなき，あたわず。■★何となれば，第三者は当事者が自由に契約を変更し，又は，廃棄することを得る範囲内において，権利を取得したるものと解することを得べければなり。■★もし，当事者がズイイに第三者の権利を変更し，又は，廃棄し得べきものとせば，第三者の権利は有名無実に帰すべきをもって，本条の規定を置くの必要あり。■



第三者のためにする契約
民法538条の理解（3/3）

民法538条の反対解釈
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。

受益者が受益の意思表示をするまでは，受益者の権利
を変更できる（大判大5・7・5民録22輯1336頁）。
保険法第43条（保険金受取人の変更）

①保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の
変更をすることができる。

②保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。

③前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該
通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到
達前に行われた保険給付の効力を妨げない。
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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538条の立法の経緯によれば，民法538条については，反対解釈が可能であることが分かります。■★なぜなら，民法538条（第三者の権利の確定）は，さきに見たように，★前条の規定により第三者の権利が発生した のちは，当事者は，これを変更し，又は消滅させることができない，と規定していますから■★受益者が受益の意思表示をするまでは，受益者の権利を変更できます。■判例も，大審院▲大正5年7月5日判決▲民録▲22輯1336頁が，このことを認めています。■★特別法である保険法第43条（保険金受取人の変更）は，以下のように規定して，保険事故が発生するまでは，保険金受取人を変更できるとしています。■さらに，受益者が権利のみを取得し，不利益を受けない場合には，受益の意思表示も必要ではないとして，以下のように規定しています。■★保険法▲第43条▲第1項■保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。■★保険法▲第43条▲第2項■保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。■★保険法▲第43条▲第3項■前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。■



第三者のためにする契約の
条文（立法理由と判例）の理解

４．民法539条（抗弁の対抗）

1. 諾約者が受益者に対抗できる抗弁権とはどのような抗弁か?

2. 補償関係にある要約者に対する抗弁をもって対抗できるか?

3. その抗弁が，通謀虚偽表示による無効の抗弁の場合は?

4. 対価関係にある要約者に対する抗弁をもって対抗できるか?

5. その抗弁が，通謀虚偽表示による無効の抗弁の場合は?
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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の最後の条文である民法539条（抗弁の対抗）について，以下の五つの点を検討します。■★第1に，ダクヤクシャが受益者に対抗できる抗弁権とはどのような抗弁なのか?について検討します。■★第2に，ダクヤクシャは，補償関係にある要約者に対する抗弁をもって対抗できるのか?について検討します。■★第3に，その抗弁が，通謀虚偽表示による無効の抗弁の場合に，善意の第三者に対しても対抗できるのか?について検討します。■★第4に，対価関係にある要約者に対する抗弁をもって対抗できるのか?について検討します。■★第5に，その抗弁が，通謀虚偽表示による無効の抗弁の場合はどのような場合なのか?について，検討します。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解 (1/6)

第539条
（債務者の抗弁）

債務者は，第537条第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。

第三
者のた
めにす
る契約

（補償
関係）

要約者

対価関係

抗
弁

受益者
（債権者）

諾約者
（債務者）

 第三者のためにする契約と，更改との違
いは，諾約者が受益者に対して抗弁を有
するということである。

 それでは，諾約者が受益者に対して有す
る抗弁とは，どのような抗弁なのだろうか? 
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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。■★第三者のためにする契約と，更改との違いは，ダクヤクシャが受益者に対して抗弁を有するということです。■★それでは，ダクヤクシャが受益者に対して有する抗弁とは，どのような抗弁なのでしょうか? ■つぎにこの点について，詳しく検討することにします。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解(2/6)

民法539条の立法理由

本条は之を設くるの必要なきが如しと雖も，第三者の権
利は其一旦発生したる後に在りては全く独立して存在す
るものと解する者なきに非らざるなり。

抑も第三者の権利は当事者間の契約に基きて生ずるも
のなれば，債務者をして其契約に基きたる抗弁を為すこ
とを得せしむるは甚だ至当の事なりと信ず。

然れども債務者は契約の成立後に生じたる事由に基きて
抗弁を為すことを得ざるが故に，契約成立後に於て債権
者に対して取得したる債権を以て相殺の用に供すること
能はざるなり。
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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539条の立法理由は，以下の通りです■★本条は，これをもうくるの必要なきがごとしと，いえども，第三者の権利はその一旦発生したる後にありては，全く独立して存在するものと解する者なきにあらざるなり。■★そもそも，第三者の権利は当事者間の契約に基づきて生ずるものなれば，債務者をしてその契約に基づきたる抗弁をなすことを 得せしむるは，はなはだ至当の事なりとしんず。■★しかれども，債務者は契約の成立後に生じたる事由に基づきて抗弁をなすことをえざるが故に，契約成立後において，債権者に対して取得したる債権をもってソウサイの用に供することあたわざるなり。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解(3/6)

「第三者のためにする契約に基づく抗弁」をもって諾約者が
受益者に対抗できるとは何を意味するか?
この抗弁には，契約そのもの（補償関係）から生じた抗弁だけでなく，

原因関係（対価関係）から生じた不成立・無効の抗弁，同時履行の抗
弁，消滅の抗弁等のすべての抗弁が含まれると解すべきである。

受益者に直接請求を認めた上で，諾約者の不当利得返還請求へと
逃避するのではなく，不当利得を未然に防止すべきだからである。

このような原因関係に関する抗弁をもって，諾約者が受益者に対抗
できるということは，2つの意味を持つ。

「第三者のためにする契約」においては，「原因（対価関係）」は，契約の
効力に影響を及ぼさないが，諾約者は履行拒絶の抗弁権を有する。

原則として，抗弁の対抗を認めない「更改契約」と， 「第三者のためにす
る契約」との違いが明確となる。
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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539条の特色は，「第三者のためにする契約に基づく抗弁」をもってダクヤクシャが受益者に対抗できることですが，この場合の抗弁とは何を意味するのでしょうか?■★この抗弁とは，契約そのもの（補償関係）から生じた抗弁を意味すると一般に考えられていますが，それだけでなく，原因関係（対価関係）から生じた不成立・無効の抗弁，同時履行の抗弁，消滅の抗弁等の すべての抗弁が含まれると解すべきだと，私は考えています。■★なぜなら，いったん受益者に直接請求を認めた上で，ダクヤクシャの不当利得返還請求へと逃避するのではなく，不当利得を未然に防止すべきだと考えるからです。■★このような 原因関係に関する抗弁をもって，ダクヤクシャが受益者に対抗できるということは，2つの意味を持つことになります。★第1に，「第三者のためにする契約」においては，「原因（対価関係）」は，フランス法や旧民法とは異なり，契約の効力に影響を及ぼしませんが，ダクヤクシャは履行拒絶の抗弁権を有することになります。■★第2に，このことによって，原則として抗弁の対抗を認めない「更改契約」と，原則としてダクヤクシャによる抗弁の対抗を認める「第三者のためにする契約」との違いが明確となります。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解(4/6)

諾約者が援用する抗弁は，どんな抗弁でもよいか?
大判昭9・5・25民集13巻829頁（対抗できない場合もある）

甲（要約者）が銀行乙(諾約者）と通謀し，甲より丙（受益者）に支

払ふべき金額を丙の預金中に受入れたる旨を，丙に対し虚偽の
通知を為したる場合に於ては，丙の善意なる限り，乙銀行は該金
額を丙に払戻すべき義務あるものとす。

原審（控訴院）判決（どんな抗弁でも対抗できる）

丙〔第三者〕の為にする預金契約が，其の契約上，當事者相通じ
て為したる虚偽の意思表示に因る無効のものなりと言ふが如き，
契約自體に基因する抗辯は，假令，其の契約の利益を受くべき
丙が善意なるときと雖，債務者たる乙銀行は，之を以て丙に對抗
し得べきことは，民法第539條の規定に依り疑なき所にして，同法
第94條第2項は適用の餘地なきものと解せざるべからず。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第三者のためにする契約においては，ダクヤクシャは，常に抗弁をもって対抗できるのでしょうか?■すなわち，ダクヤクシャが援用する抗弁は，どんな抗弁でもよいのでしょうか?■★大審院▲昭和9年5月25日判決▲民事判例集▲13巻829頁は，抗弁が対抗できない場合もあることを述べています。■★コウ（要約者）が銀行▲乙(ダクヤクシャ）と通謀し，コウから丙（受益者）に支払うべき金額を丙の預金中に受入れたる旨を，丙に対し虚偽の通知を なしたる場合においては，丙の善意なる限り，乙銀行は該金額を丙に払戻すべき義務あるものとす。■★この事件について，原審（控訴院）判決は，民法539条に従って，ダクヤクシャは，以下のように，どんな抗弁でも対抗できると判示していました。■★丙〔第三者〕のためにする預金契約が，その契約上，当事者が相通じてなしたる 虚偽の意思表示による無効のものなりと言うがごとき，契約自体にキインする抗弁は，たとえ，その契約の利益を受くべき丙が 善意なるときと，いえども，債務者たる乙▲銀行は，これをもって丙に対抗し得べきことは，民法第539条の規定により疑いなき所にして，同法第94条第2項は適用の余地なきものと，解せざるべからず。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解(5/6)

 大判昭9・5・25民集13巻829頁の事実関係

対価関係

債権

抗
弁

預
金
債
権

振込
契約

（虚偽
表示）

補
償
関
係
な
し

預
金
債
権

甲（要約者）
通謀虚偽表示

乙銀行
（諾約者）
通謀虚偽表示

丙（受益者）
善意か悪意か?

 乙銀行の答弁：丙と当座預金取引ありたることは
之を認むるも，其の主張に係る入金の事実は之
を認めず。

 右の如き入金通知を銀行より丙に対して為したる
は，訴外甲の依頼に依り，仮装したるに過ぎず。

 丙の主張：丙は，昭和2年1月
以来，乙銀行舞鶴支店
と当座預金勘定契約を
締結し，爾来取引の継続中，
昭和2年12月31日，訴外甲が
丙の右当座口へ1,900円を入金した
る旨，同支店より丙に通知あり。

 仍て丙は，翌3年1月20日，同支店

に対し，其の払戻を請求したるに，
乙銀行は，之に応ぜず。

2014/10/27 Lecture on Obligation2, 2015 27

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★大審院▲昭和9年5月25日▲判決▲民事判例集▲13巻829頁の事実関係は，以下の通りです。■★丙の主張：丙は，昭和2年1月以来，乙銀行舞鶴支店と当座預金勘定契約を締結し，じらい，取引の継続中，昭和2年12月31日，訴外コウが，丙の右当座口へ1,900円を入金したるむね，同支店より丙に通知あり。■★よって，丙は，翌▲3年1月20日，同支店に対し，その払戻しを 請求したるに，乙銀行は，之に応ぜず。■★乙銀行の答弁：丙と当座預金取引ありたることは，これを みとむるも，その主張に係る入金の事実はこれを認めず。■★右のごとき入金通知を銀行より丙に対して なしたるは，訴外コウの依頼により，仮装したるに過ぎず。■



第三者のためにする契約
民法539条の理解(6/6)

 諾約者が援用できる抗弁は，制限される場合もある（結論）
 大判昭9・5・25の控訴審（補償関係の抗弁は，受益者に対抗できる）

 丙の為にする預金契約が，其の契約上，當事者相通じて為したる虚偽の意思表
示に因る無効のものなりと言ふが如き，契約自體に基因する抗辯は，假令，其の
契約の利益を受くべき丙が善意なるときと雖，債務者たる乙銀行は，之を以て丙
に對抗し得べきことは，民法第539條の規定に依り疑なき所にして，同法第94條
第2項は適用の餘地なきものと解せざるべからず。

 大判昭9・5・25民集13巻829頁の判旨（対抗できない抗弁もある）
 原院は，甲は，丙に対し弁済すべき金1,900百円の調達に窮したる結果，乙銀行

舞鶴支店に至り，自分より丙の当座預金尻に1,900円の「入金を為したる如き形式

を装ひて其の入金通知を為し呉れ度き旨懇請し」たるを以て，「同支店員は，之を
承引し，何等の実取引に基かずして右の如き入金通知を為し」たりと判断するの
みにて，丙の善意と否とは之を確定すること無く，上告人の本訴請求を棄却したり。

 甲（要約者）が銀行乙(諾約者）と通謀し，甲より丙（受益者）に支払ふべき金額を

丙の預金中に受入れたる旨を丙に対し虚偽の通知を為したる場合に於ては，丙
の善意なる限り，乙銀行は該金額を丙に払戻すべき義務あるものとす。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　大審院▲昭和9年5月25日判決▲民事判例集▲13巻829頁の結論は，★ダクヤクシャが援用できる抗弁は，制限される場合もある，というものです。■もっとも，★大審院▲昭和9年5月25日▲判決の控訴審は，以下のように，民法539条の文言どおり，補償関係の抗弁は，受益者に対抗できるというものでした。■★丙のためにする預金契約が，その契約上，当事者，あい通じてなしたる虚偽の意思表示による無効のものなりと言うがごとき，契約自体にキインする抗弁は，たとえ，その契約の利益をうくべき丙が善意なるときといえども，債務者たる乙銀行は，これをもって 丙に対抗し得べきことは，民法第539条の規定により疑いなき所にして，同法第94条第2項は適用の余地なきものとかいせざるべからず。■しかし，★大審院▲昭和9年5月25日▲判決▲民事判例集▲13巻829頁のハンシは，以下のように，民法539条の文言にもかかわらず，対抗できない抗弁もあるというものです。■★ゲンインは，コウは，丙に対し弁済すべき▲金1,900百円の調達に窮したる結果，乙銀行舞鶴支店に至り，自分より丙の当座預金尻に1,900円の「入金を なしたるごとき形式を装いて，その入金通知をなし呉れたきむね，懇請し」たるをもって，「同支店員は，これを承引し，なんらのジツ取引に基かずして 右のごとき入金通知をなし」たりと判断するのみにて，丙の善意と否とは これを確定すること無く，上告人の本訴請求を棄却したり。■★コウ（要約者）が銀行乙(ダクヤクシャ）と通謀し，コウより丙（受益者）に支払うべき金額を丙の預金中に受入れたる旨を丙に対し 虚偽の通知を なしたる場合においては，丙の善意なる限り，乙銀行はガイ金額を丙に払戻すべき義務あるものとす。■民法94条の無効のように，無効そのものが，善意の第三者に対抗できないとしている場合には，無効の抗弁自体が，制限を受けているのですから，それを民法539条によって援用する場合にも，その抗弁自体の制限の影響を受けざるを得ないと考えるべきでしょう。■



第三者のためにする契約の
代表例

 生命保険契約

 債務引受（立法理由の再検討）

 契約上の地位の譲渡

 賃貸人の転借人に対する直接訴権
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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の典型例として，以下の四つの例を検討します。■★第1に，生命保険契約を検討します。■★第2に，債務引受について，立法理由にさかのぼって，再検討します。■★第3に，契約上の地位の譲渡について検討します。★第4に，賃貸人の転借人に対する直接訴権について，検討します。■



第3節 第三者のためにする契約の
代表例

第1款 生命保険契約

1. 生命保険契約の場合，受益者の意思表示は必要か?

2. 受益の意思表示を不要とする場合，その理由は何か?

3. 生命保険契約の場合，いつまで，契約内容の変更が可能か?

4. 大審院の判例（大判大5・7・5）はどのように判断していたか？

5. 現行保険法では，この問題は，どのように解決されているか?
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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の典型例として，最初に生命保険契約について，以下の五つの点を検討します。■★第1に，生命保険契約の場合，第三者のためにする契約であるとすれば，受益者の意思表示が必要となりますが，生命保険契約の場合，それは必要でしょうか?■★第2に，保険法は，受益の意思表示を不要としているのですが，その理由は何か?について検討します。■★第3に，生命保険契約の場合，いつまで，契約内容の変更が可能なのか?について検討します。■★第4に，この問題について，大審院の判例（大審院大正5年7月5日判決）は どのように判断していたのでしょうか？■★第5に，現行保険法では，この問題は，どのように解決されているのでしょうか?■以上が，生命保険契約について検討すべき問題点であり，これから，この順序で検討を行います。■



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3節 第三者のためにする契約の
代表例

第2款 債務引受

（立法理由の再検討）

1. 債務引受を第三者のためにする契約で行うことを判例は認めているか?
2. 民法には，債務引受に関する明文の規定が存在しないのはなぜか?
3. 民法の立法者は，債務引受に関する旧民法の規定を十分に理解していたか?
4. 学説・判例が参照しているドイツ民法における債務引受の規定とは何か?
5. ドイツ民法の債務引受の規定と，旧民法の債務引受の規定はどこが違うか?
6. 旧民法の債務引受の規定は，現在，どのような条文として残っているか。
7. 現行民法の条文だけを使って，債務引受の構造をうまく表現できるか?
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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を利用する代表的な契約として，第2に，債務引受について，以下の七つの点を検討します。■★第1に，債務引受を第三者のためにする契約で行うことを判例は認めているかどうか?について検討します。■★第2に，民法には，債務引受に関する明文の規定が存在しないのはなぜなのか?について，旧民法にさかのぼって検討します。■★第3に，民法の起草者は，債務引受に関する旧民法の規定を十分に理解していたのかどうか?立法理由書を読みながら，検討します。■★第4に，学説・判例が参照しているドイツ民法における債務引受の規定とは何か?について概観します。■★第5に，ドイツ民法の債務引受の規定と，旧民法の債務引受の規定はどこが違うのか?について，契約当事者，契約内容について，検討します。■★第6に，旧民法の債務引受の規定は，現在，どのような条文として残っているのか?について，債務者の交替による更改を規定する民法514条について検討します。■★第7に，現行民法の条文だけを使って，債務引受の構造をうまく表現できるかどうか?について検討します。■



第三者のためにする契約の代表例
としての債務引受

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）

諾約シャ
（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
★わが国には，債務引受に関する明文の規定は存在しません。■★判例（大審院▲大正▲10年5月9日▲民事判決録▲27輯899頁）は，ドイツ民法（414条以下）等を参考にして，判例法理を形成してきました。■★しかし，債務引受について，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。■★債権者（A）に対して，債務者（B）がある債務を負っているとします。そして，債務者（Ｂ）は，債権者（Ａ）に対して，同時履行等の抗弁も持っているとしましょう。■★債務者（Ｂ）が第三債務者（Ｃ）などにこの債務を肩代わりして弁済してほしいと思い，■債務者を助けてくれる（C)との間で，Cが債務者（B）の債務を引き受うけるという，「第三者のためにする契約」を締結したとします。■この場合，債務者（B）を要約者，Cをダクヤクシャ，債権者（A）を受益者といいます。■★これについて，債権者（A）が，ダクヤクシャ（C）に対して受益の意思表示をすると，■★要約者（B）の受益者（A）に対する債務は，ダクヤクシャ（C）に移転します。■債権者が交代するのではなく，債務者が交代するので，これを債務引受といいます。■



債務引受を第三者のためにする契約
として認めた判例

大判大6・11・1民録23輯1715頁
第三者給付の契約は，契約当事者が契約の目的たる給
付の上に第三者をして一定の権利を取得せしむる目的を
以て当事者の一方が相手方に対し第三者に給付すべき
ことを約するに因りて成立するものなれば，

要約者と第三者との間に新なる独立の給付を約したる場
合のみならず，

既存債務の履行を引受け支払を為すことを約する場合に
於ても，当事者の意思が第三者をして権利を取得せしむ
るに在るときは，

第三者の為めにする契約は成立するものとす。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　わが国の民法には，債務引受について，明文の規定がないとされているのですが，実務上は，債務引受は行われており，そのことでトラブルが生じた場合，裁判官は，ドイツ民法によって事件を解決するわけにはいかないので，条文上の手がかりを求めることになります。■わが国の判例の中には，債務引受の根拠条文として，「第三者のためにする契約」を使ったものがあります。■★大審院▲大正6年11月1日判決▲民事判決録1715頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。■★第三者給付の契約は，契約当事者が契約の目的たる給付の上に第三者をして一定の権利を 取得せしむる 目的をもって，当事者の一方が相手方に対し第三者に給付すべきことを約するによりて成立するものなれば，■★要約者と第三者との間にあらたなる独立の給付を約したる場合のみならず，■★既存債務の履行を引受け支払を為すことを約する場合においても，当事者の意思が，第三者をして権利を 取得せしむる にあるときは，■★第三者のためにする契約は成立するものとす。■



債務引受を第三者のためにする契約
として理解する際の注意点

 「第三者のためにする契約」においては，第三者が権利を取
得しなければならない
 大判昭11・7・4民集15巻1304頁

 債務者と其の履行を引受けたる者との間の契約に於て，特に第三者たる債権者
をして，直接其の引受を為したる者に対し，履行の請求権を取得せしむることを約
したる場合に非ざる限り，該契約は第三者の為めにする契約なりと云ふことを得
ざるものとす。

 「履行引受」だけなら，「第三者のためにする契約」ではない
 大判大4・7・16民録21輯1227頁

契約当事者が第三者をして権利を取得せしむる意思なくして，単に其一
方が相手方の第三者に対する債務を弁済すべきことを約したるに止まる
ときは，其効力は第三者の為めに生ぜず。

従て，第三者が受益の意思表示を為すも，之に因り其第三者は右当事
者の一方に対し直接に給付を請求する権利を取得するものに非ず。

2015/10/20 Lecture on Obligation2, 2015 35

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債務引受に関しては，債務引受けと履行引受けを区別するのが判例の考え方です。■★そして，「第三者のためにする契約」においては，受益者は，ダクヤクシャに対して権利を取得するのであるから，履行引受けだけの場合には，それは，「第三者のためにする契約」には当たらないとしています。■★大審院▲昭和11年7月4日判決▲民事判例集15巻1304頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。■★債務者と その履行を引き受けたる者との間の契約において，特に，第三者たる債権者をして，直接その引受をなしたるものに対し，履行の請求権を 取得せしむることを約したる場合に あらざる限り，ガイ契約は第三者のためにする契約なりということをえざるものとす。■★つまり，判例は，「債務引受」ではなく，「履行引受」だけなら，「第三者のためにする契約」ではないと考えています。■★大審院▲大正4年7月16日判決▲民事判決録21輯1227頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。★契約当事者が第三者をして 権利を 取得せしむる意思なくして，単にその一方が 相手方の第三者に対する債務を弁済すべきことを 約したるにとどまるときは，その効力は第三者のために生ぜず。■★したがって，第三者が受益の意思表示をなすも，これにより，その第三者は，右当事者の一方に対し，直接に給付を請求する権利を取得するものにあらず。■■しかし，保証契約の内容について，保証人の責任を 債務者に代わって履行を肩代わりする履行責任の引受けだと考える「加賀山説」に立つ場合には，債権者は，保証人に対して権利を取得しますから，保証委託契約を「第三者のためにする契約」と考えることが可能となります。■■ところで，民法（債権関係）改正案は，債務引受けについて，のちに述べるように，「第三者のためにする契約」によることを明文で認めるに至っています。■したがって，債務引受けばかりでなく，履行引受けの場合についても，「第三者のためにする契約」によることが認められ，ひいては，「第三者のためにする契約」による保証委託契約，すなわち，履行引受け契約こそが，真の保証契約であるとの加賀山説が認められるようになるのも，時間の問題 であると，私は考えています。■



わが国には，債務引受の根拠規定は
本当に存在しないのか?

民法514条の規定は，債務引受の根拠とならない
か?
債権譲渡の規定（民法466条以下）に対応して，債権者の
交代による更改の規定（民法513条）が存在するように，

債務引受に対応する債務者の交替による更改の規定（民
法514条）が存在する。

第514条（債務者の交替による更改）

債務者の交替による更改は，債権者と更改後に債務者となる者
との契約によってすることができる。ただし，更改前の債務者の
意思に反するときは，この限りでない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行民法には，確かに，債務引受に関する明文の規定は存在しません。しかし，わが国には，本当に債務引受を制御する条文は存在しないのでしょうか？■★債務引受は，債務者の交代でもあるのですから，民法514条（債務者の交代による更改）の規定は，債務引受の根拠となるのではないでしょうか?■★債権譲渡の規定（民法466条以下）に対応して，債権者の交代による更改の規定（民法513条）が存在するように，債務引受に対応する債務者の交代による更改の規定（民法514条）が存在します。■★第514条（債務者の交替による更改）は，以下のように規定しています。■★債務者の交替による更改は，債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし，更改前の債務者の意思に反するときは，この限りでない。■民法514条の規定は，旧債権が消滅して，新たな債務が発生するという更改の規定なので，債権に付随していた抗弁が消滅するという点で，債務者の保護には十分ではありません。■また，更改なので，免責的な債務引受には適合しても，並存的債務引受には適合しないように見えます。■そこで，民法514条の元となっている，旧民法に遡って，民法514条の由来を探ってみることにしましょう。■



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
債務者の交代による更改（民法514条）の立法理由

 民法514条の立法理由

立法の趣旨
本条は既成法典財産編第496条第1項の規定に対当す。

旧民法の規定の改正（「嘱託」等の重要性を認識できず）
同条には嘱託〔délégation〕、除約〔novation par expromission〕又
は補約〔simple adpromission〕の如き新熟語を用いて学理的の説

明を為せども，是れ独り其用なきのみならず，頗る法典の体を失
するものなるを以て，改めて本条の如くしたり。

第三者の弁済の規定と調和する但書きの追加

本条の但書は諸国に例なき所なれども既に弁済の規定に於て之
に類似の法文〔民法474条2項〕を設けたるに因り，更改の場合に
も亦之を置きて二者の権衡を保たんことを欲したり。
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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514条の立法理由は，以下の通りです。■★まず，立法の趣旨です。■★本条（現行民法514条）は，既成法典▲財産編▲第496条第1項の規定に対当す。■★旧民法の規定の改正理由は以下の通りです。■現行民法の起草者は，旧民法の規定のうち，「嘱託」等の重要性を認識できず，これらの重要な規定を削除してしまいました。これが，現行民法に，債務引受の規定が存在しない理由です。少し難しいのですが，その理由をじっくり検討することにしましょう。■★旧民法▲財産編▲第496条には，嘱託〔デレガッション〕、ジョ約〔ノバッション・パール・エクスプロミッション〕，又は，補約〔サンプル・アドプロミッション〕のごとき，新熟語を用いて，学理的の説明を なせども，これ，ひとり その用なきのみならず，すこぶる法典のテイを失するものなるをもって，改めて本条のごとくしたり。■★起草者は，そのように述べた後，第三者の弁済の規定と調和する但書きを追加することにしています。■★本条のただし書き（更改前の債務者の意思に反するときはこの限りでない）は，諸国に例なき所なれども，既に弁済の規定において，これに類似の法文〔民法474条2項〕を設けたるにより，更改の場合にもまた，これを置きて，二者の権衡を保たんことを欲したり。■現行民法の立法者が，理解できなかった「嘱託」とか，「ジョ約」とか，「補約」とかは，どのような意味だったのでしょうか。■もしも，この点を理解できるようになると，皆さんは，現行民法の起草者のレベルを超えることになります。■面白い点なので，つぎに，この点を解明することにしましょう。■



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条

干渉（債務者の交代） 嘱託（指図）
対価関係

補
償
関
係

対価関係

嘱
託

補
償
関
係

新債務者

(諾約者)

抗弁抗弁

新債務者

債権債権 債務者債権者 債権債権 債務者
(要約者)

債権者
(受益者)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行民法の立法者が理解できなかった旧民法▲財産編▲第496条について，条文を読む前に，全体像を図解しておきましょう。そうすると，難解な旧民法の条文が理解しやすくなると思います。■★第1は，干渉（債務者の交代による更改）です。■これは，債権者と新債務者との間の契約によって，新債務者が債務を引き受けるものです。■旧民法では，「完全更改としての免責的債務引受」と「不完全更改としての並存的債務引受」が実現されていました。■★債務者（B)が債権者（A）に債務を負っている場合に，債務者（B）の代わりに債務を肩代わりすべき新債務者（C）が現れます。■★債権者（A）と新債務者（C）との間の更改契約である「干渉」が締結されると，★債権者（A）と債務者（B）との間の債務に代わって，債権者（A）と新債務者（C）との間に，新たな債務が発生します。■この場合，債務者（B）が債権者（A）に対して有していた抗弁は，切断されるのが原則ですが，■もしも，抗弁も一緒に移転することが認められると，これが，いわゆる債務引受ということになります。■★第２は，嘱託（指図）による債務者の交代です。■これは，債権者と新債務者との間の契約ではなく，債務者と新債務者との間の契約である「嘱託」（現在では，指図と翻訳されています）によって，新債務者が債務を引き受けるものです。■旧民法では，この場合においても，「完全更改としての免責的債務引受」（ジョ約）と「不完全更改としての並存的債務引受」（補約）が実現されていました。■★債務者（B)が債権者（A）に債務を負っている場合に，債務者（B）と新債務者（C）との間で，Cが，Bの代わりに債務を肩代わりすることを約する「嘱託」が締結されると，■★債権者（A）と債務者（B）との間の債務に代わって，債権者（A）と新債務者（C）との間に，新たな債務が発生します。■この場合，債務者（B）が債権者（A）に対して有していた抗弁は，切断されるのが原則ですが，■もしも，抗弁も一緒に移転することが認められると，これが，いわゆる債務引受ということになります。■



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(1/4)

 旧民法財産編第496条
 ①債務者の交替に因る更改は，或は旧債務者より新債務者に為せ

る嘱託〔délégation〕に因り，或は旧債務者の承諾なくして新債務者
の随意の干渉〔l'intervention spontanée〕に因りて行はる。

 ②嘱託には完全のもの有り，不完全のもの有り。

 ③第三者の随意の干渉〔l‘intervention spontanée d’un tiers〕は下に
記載する如く，除約〔novation par expromission〕又は補約〔simple 
adpromission〕を成す。

この規定は，ボワソナードが，フランス民法典1274条（現行
民法514条本文に同じ）を参考にしつつも，フランスの学説・

判例によって発展した債務引受の制度（免責的債務引受，
併存的債務引受）を明文化した貴重な条文である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債務引受に関する旧民法の全体像が明らかになったので，いよいよ，条文を読んでみることにしましょう。■★旧民法▲財産編▲第496条は，以下のように規定していました。■★債務者の交替に因る更改は，あるいは，旧債務者より新債務者になせる嘱託〔デレガッション〕により，あるいは，旧債務者の承諾なくして新債務者の随意の干渉〔リンタルバンション・スポンタネ〕によりて行なわる。■★嘱託には完全のもの有り，不完全のもの有り。■★第三者の随意の干渉〔ランタルバンション・スポンタネ・ダン・ティエール〕は下に記載するごとく，ジョ約〔ノバッション・パール・エクスプロミッション〕又は，補約〔サンプル・アドプロミッション〕をなす。■★この規定は，ボワソナードが，フランス民法典1274条（現行民法514条本文に同じ）を参考にしつつも，フランスの学説・判例によって発展した債務引受けの制度（免責的債務引受け，併存的債務引受け）を明文化した貴重な条文です。■当時としては，余りに先進的に過ぎて，現行民法の起草者の理解を超えるものだったのですが，現在となっては，明確な規定であり，債務引受の全貌を明らかにした，優れた条文であると評価することができます。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(2/4)

旧民法財産編第496条の特色

当事者（2通りの組み合わせ）
債務者と新債務者との合意…指図（délégation）
債権者と新債務者との合意…干渉（intervention）

効果（免責的・併存的債務引受の実現）
指図（délégation）

完全指図（délégation parfaite）…免責的債務引受

不完全指図（délégation imparfaite）…併存的債務引受

第三者の任意干渉（l'intervention spontanée d’un tiers ）
債務免脱による更改（novation par expromission）…免責的債務引受

単純保証（simple adpromission）…併存的債務引受
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★旧民法▲財産編▲第496条の条文を読んだので，その特色をまとめておきましょう。■★当事者については，2通りの組み合わせがあります。■★第一は，債務者と新債務者との合意によるものであり，これを指図（デレガッション）といいます。■★第二は，債権者と新債務者との合意によるものであり，これを干渉（アンテルバンション）といます。■★旧民法▲財産編▲第496条効果は，免責的債務引受と併存的債務引受の二つを同時に実現することにあります。■★まず，債務者から第三債務者に対する指図に関しては，★完全指図（デレガッション・パルフェ）によって，免責的債務引受が実現されます。■★不完全指図（デレガッション・アンパルフェ）によって，併存的債務引受が実現されます。■★つぎに，債権者と新債務者間で行われる第三者の任意干渉に関しては，★債務免脱による更改（ノバッション・パール・エクスプロミッション）によって，免責的債務引受が実現されます。■★単純保証（サンプル･アドプロミッション）によって，併存的債務引受が実現されます。■このようにして，旧民法▲財産編▲第496条によれば，当事者が債権者と新債務者との間の契約によっても，また，債務者と第三債務者との契約によっても，いずれの場合においても，免責的債務引受も，また，並存的債務引受も実現できるようになっていたのです。■■したがって，現行民法の立法者が，旧民法▲財産編▲第496条を削除したのは，残念なことだったといわなければなりません。■ところで，2015年3月31日に国会に提出された民法（債権関係）改正案は，その第470条から472条の4という６か条において，債務引受の規定を新設することにしています。■この改正案については，後にその内容を詳しく紹介しますが，旧民法の規定とほとんど同じであり，ボワソナードの努力が130年ぶりに，やっと実現されることになりそうです。■



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(4/4)

旧民法財産編第496条
債務者の交替に因る更改

①債務者の交替に因る更改は，或
は旧債務者より新債務者に為せる
嘱託〔délégation〕に因り，或は旧債

務者の承諾なくして新債務者の随意
の干渉〔l'intervention spontanée〕に
因りて行はる。

②嘱託には完全〔免責的〕のもの有
り，不完全〔併存的〕のもの有り。

③第三者の随意の干渉
〔l'intervention spontanée d’un tiers〕
は下に記載する如く除約〔novation 
par expromission〕又は補約〔simple 
adpromission〕を成す。

ドイツ民法
債務引受（Schuldübernahme）

 第414条（債権者・引受人の契約）

 債務は，第三者が債権者との契
約により，旧債務者に代わって債
務者となる方法をもってこれを引
き受けることができる。

 第415条（債務者・引受人の契約）

 第三者が債務者と契約した債務
の引き受けは，債権者の追認に
よってその効力を生じる。追認は，
債務者又は第三者が債務の引き
受けを債権者に通知した後にな
すことができる。追認がなされる
間は，当事者は契約を変更し又
は破棄することができる。…
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現行民法は，旧民法▲財産編▲496条を削除してしまったため，債務引受の明文規定を欠くことになりました。■そこで，学説は，旧民法ではなく，ドイツ民法414条以下の規定を参考にして，債務引受の法理を構築していきます。■旧民法については，既に詳しく検討したので，ドイツ民法の債務引受の規定について，旧民法と対比しながら検討してみましょう。■★ドイツ民法414条（債権者・引受人の契約）は以下のように規定しています。■★債務は，第三者が債権者との契約により，旧債務者に代わって債務者となる方法をもってこれを引き受けることができる。■★第415条（債務者・引受人の契約）は，以下のように規定しています。■★第三者が債務者と契約した債務の引き受けは，債権者の追認によってその効力を生じる。追認は，債務者又は第三者が債務の引き受けを債権者に通知した後になすことができる。追認がなされる間は，当事者は契約を変更し又は破棄することができる。…■両者を比較してみると，内容は，ほとんど同じであることが分かります。■



債務引受の根拠規定は存在する
民法514条，537条との組み合わせ

債権者・新債務者間の契約

 民法514条
（債務者の交代による更改）

 債務者の交替による更改は，債権者
と更改後に債務者となる者との契約
によってすることができる。ただし，更
改前の債務者の意思に反するときは，
この限りでない。

債務者・新債務者間の契約

 民法537条
（第三者のためにする契約）

 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。

 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。

 民法514条の基礎となった旧民法財産
編496条には，このほかに，債務者と旧

債務者の合意と債権者の承認による債
務引受の規定が用意されていた。

 これを補うものとして，現行民法537条が
大きな役割を果たしうる。
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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514条（債務者の交代による更改）は，以下のように規定しています。■★債務者の交替による更改は，債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし，更改前の債務者の意思に反するときは，この限りでない。■この規定は，債権者・新債務者間の契約で債務者の交替を契約することができることだけを明らかにし，そのほかの方法については規定していません。■★しかし，民法514条の基礎となった旧民法財産編496条には，このほかに，債務者と旧債務者の合意と債権者の承認による債務引受の規定が用意されていました。■★現行法には明文の規定はないのですが，旧民法の精神を生かすために，現行法の第三者のためにする契約を活用するならば，現行法の不備を補うものとして，現行民法537条が大きな役割を果たしうることになります。■この点，わが国の判例が，第三者のためにする契約によって，債務引受をすることができることを明らかにしている点も重要です。■★つまり，民法537条（第三者のためにする契約）を利用するならば，■★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，■すなわち，要約者である債務者と，ダクヤクシャである新債務者との間の第三者のためにする契約によって，受益者である債権者のために，新債務者が債務を引くける契約を締結すれば，■民法537条第1項によって，受益者である「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。」と規定されているのですから，■民法537条は，わが国には明文の規定がないとされている債務引受について，民法514条と民法537条とを活用することによって，全ての形態の債務引受を実現することができることになります。■★しかも，民法537条2項は，「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。」と規定しているのですから，■受益者の利益だけが実現される並存的な債務引受の場合には，債権者の受益の意思表示は必要ないのですが，■受益者の不利益にもなりうる免責的債務引受の場合には，債権者の受益の意思表示を必要とすることによって，不測の問題を未然に解決することができます。■民法改正案によって，債務引受の規定が 創設されることになりましたが，以上の考察によって，現行民法の解釈によって，すでに，債務引受の骨格は出来上がっていることを理解することができると思います。■



第3節 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

1. 契約上の地位の譲渡を債権譲渡と債務引受の方法とを使って構成できるか?

2. その場合，契約上の地位の譲渡の当事者は，誰と誰とになるか?

3. もしも，第三者のためにする契約として構成する場合には，当事者は誰にな

るか?
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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の代表例として，第3に，契約上の地位の譲渡，または，契約上の地位の移転について，以下の3点を検討します。■★第1に，契約上の地位の譲渡を債権譲渡と債務引受の方法とを使って構成できるのか?について検討します。■★第2に，その場合，契約上の地位の譲渡の当事者は，誰と誰とになるのか?について検討します。■★第3に，もしも，第三者のためにする契約として構成する場合には，当事者は誰になるのか?について検討します。■



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(1/3)

賃貸
借契
約の
譲渡

（補償
関係）

対価関係

債権
（使用・収益権）

受益者
（賃借人）
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抗弁

要約者
（賃貸人）

諾約者
（新賃貸人）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　契約上の地位の譲渡，または，契約上の地位の移転の場合には，その契約が双務契約の場合には，単なる債権譲渡の場合とは異なり，債権譲渡と同時に，債務引受をも考慮しなければなりません。■■ここでは，賃貸借契約を例にとって，契約上の地位の譲渡について考察します。■★まず，賃借人の使用・収益権について，賃貸人から，新賃貸人へと，債務引受が生じる点について，検討します。■★賃借人に対して使用･収益をさせる債務について，それを賃貸人から新賃貸人へと移転させるには，賃借人のために，賃貸人と新賃貸人との間で，債務を引き受けることを内容とする第三者のためにする契約をすればよいのです。■★そうすれば，賃借人のために賃貸人が負う使用・収益をする債務は，新賃貸人へと移転します。■債務の移転の問題が解決したので，次に，賃貸人の賃借人に対する賃料債権の移転について検討します。■



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(2/3)

債権
譲渡
契約

債権譲渡通知

対価関係

債権譲受人
（新賃貸人）

（賃料債権）
債務者
（賃借人）
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債権譲渡人
（旧賃貸人）

抗弁

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★賃貸人の賃料債権について，賃貸人から，新賃貸人へと，債権を移転することについては，容易に実現できます。■★賃貸人の賃料債権を賃貸人から新賃貸人へと移転させるには，賃貸人と新賃貸人との間で，通常の債権譲渡を行えばよいのです。■★そして，賃貸人が賃借人に対して，債権譲渡の通知をすれば，賃料債権は，新賃貸人へと移転します。■債務の移転と債権の移転の問題が，ともに，解決したので，次に，それらを総合的に検討します。■



契約上の地位の譲渡（3/3）
同一当事者間の契約で権利と義務を同時に移転する方法の解明

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 46

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，契約上の地位の移転について，明文の規定（改正案539条の2）が創設されます。■そこで，これまでの検討の結果を踏まえた上で，契約上の地位の移転について，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っ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ってこれをなすことができると解するのが相当である。■



第三者のためにする契約の代表例

民法613条の直接訴権

1. 民法613条の直接訴権を，「第三者のためにする契約」として構成することは

可能か?

2. その場合，「第三者のためにする契約」の当事者は，誰と誰とになるか?

3. 賃貸人の受益の意思表示は何を意味するか?

4. 賃貸人の転借人に対する先取特権（民法314条）は，どのように理解すべき

か?
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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の代表例として，最後に，民法613条の直接訴権について，■もしも，賃借人と転借人との間に，第三者のためにする契約がある場合には，民法613条の規定がなくても，契約上の関係として説明できることを，以下の順序で学ぶことにしましょう。■★第1に，民法613条の直接訴権を，「第三者のためにする契約」として構成することは可能かどうか?について検討します。■★第2に，その場合，「第三者のためにする契約」の当事者は，誰と誰とになるのか?について検討します。■★第3に，賃貸人の受益の意思表示は何を意味するのか?について，検討します。■★第4に，賃貸人の転借人に対する先取特権（民法314条）は，どのように理解すべきなのか?について検討します。■



移転

賃料債権

適法転貸借の法律関係

第613条（転貸の効果）

①賃借人が適法に賃借物
を転貸したときは，

転借人は，賃貸人に対し
て直接に義務を負う。

 この場合においては，賃
料の前払をもって賃貸人
に対抗することができない。

②前項の規定は，賃貸人
が賃借人に対してその権
利を行使することを妨げな
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613条は，賃貸人と転借人との間の直接の関係を規定しています。この考え方を橋渡しするものとして，第三者のためにする契約を考えることが可能です。■★なぜなら，転貸借契約は，賃貸人と転借人との間で，転貸借契約が締結されているのですから，■転貸借契約において，もしも，賃借人が，賃料を支払えない場合には，転借料の範囲で，賃貸人に賃料を払ってほしいとの第三者のためにする契約が締結されているとすると，民法537条によって，賃貸人は，転借人に対して直接に義務を負うことになり，★民法613条の直接訴権と同様の結果が生じるからです。■★第三者のためにする契約と民法613条の直接訴権との違いのひとつは，抗弁の対抗の問題です。■第三者のためにする契約の場合，民法539条によって，全ての抗弁を対抗できますが，■民法613条の場合には，抗弁が二つに分離されます。■第1に，適法な賃料の支払い等の抗弁は，賃貸人に対抗できますが，■第2に，前払い等，詐害的な抗弁は賃貸人に対抗できなくなります。■この点が，第三者のためにする契約とは異なります。■その意味で，民法613条は，第三者のためにする契約の特別法であるということができます。■★さらに，民法613条の特色は，■賃貸人が転借人に対して受益の意思表示をして，賃貸人が転借人に対して直接の権利を取得した場合でも，■民法613条2項によって，賃貸人は，賃借人に対する権利を保持する点にあります。■民法613条2項は，並存的債務引受を認めたものであるとの見解もありますが，■直接訴権の成立後の賃貸人の賃借人の権利は，負担部分のない連帯債務，すなわち，連帯保証と解すべきであると，私は考えています。■なぜなら，民法613条2項によって賃借人が賃貸人に賃料を支払った場合，賃借人は転借人に全額を求償できるからです。■
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先
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先取特権

移転

適法転貸借の先取特権

 第312条（不動産賃貸の先取特権）

 不動産の賃貸の先取特権は，そ
の不動産の賃料その他の賃貸借
関係から生じた賃借人の債務に関
し，賃借人の動産について存在す
る。

 第314条〔不動産賃貸の先取特権
の目的物の範囲〕

 賃借権の譲渡又は転貸の場合に
は，賃貸人の先取特権は，譲受人
又は転借人の動産にも及ぶ。

 譲渡人又は転貸人が受けるべき
金銭〔転借料債権等〕についても，
同様とする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法613条の直接訴権の特色は，賃貸人を厚く保護するために，賃貸人に転借人に対して直接の権利を与えるだけでなく，不動産賃貸人に対しては，不動産の転借人に対して動産サキドリ特権（民法314条）を与えている点にあります。■この点は，一見したところ，複雑そうに見えますが，■民法314条のサキドリ特権の法的性質は，民法613条と民法312条（不動産賃貸のサキドリ特権）とを組み合わせると，容易に理解できます。■★民法312条（不動産賃貸のサキドリ特権）は，以下のように規定しています。■★不動産の賃貸のサキドリ特権は，その不動産の賃料 その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し，賃借人の動産について存在する。■転貸借契約も，賃貸借契約のひとつですので，図の右側のように，この規定によって，不動産賃借人は，転貸人の動産に対して，民法312条のサキドリ特権を有します。■次に，この先取特権が，民法613条の債権の移転的効力によって賃借人の転借人に対する権利が移転するため，サキドリ特権の随伴性によって，サキドリ特権も，賃貸人に移転します。★民法314条〔不動産賃貸のサキドリ特権の目的物の範囲〕は，以下のように規定しています。■★民法314条▲第1項■賃借権の譲渡又は転貸の場合には，賃貸人のサキドリ特権は，譲受人又は転借人の動産にも及びます。■先に述べたように，民法312条のサキドリ特権が，民法613条の移転的効力によって，賃貸人に移転した結果が，民法314条▲第1項の意味です。■つまり，民法314条▲第1項は，民法613条と民法312条によって生じるサキドリ特権の随伴的効力を確認する規定に過ぎないのです。■つぎに，民法314条▲第2項■は，民法314条のサキドリ特権においても，民法304条の物上代位権が確保されることが，以下のように確認されています。★民法314条▲第2項■譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭〔転借料債権等〕についても，同様とする。■転借人の抗弁については，条文に明文の規定がありませんが，民法613条の規定が類推適用されることになります。■
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賃貸人の直接訴権の第三者効
 民法613条に基づく賃貸人の転借人に対する直接の権利（直接訴権）の効力

 民法613条の直接訴権は，賃貸人（A）が受益の意思表示をした時点で効力を生じ（民法537条参照），
賃貸人（B）の転借人（C）に対する債権が先取特権とともに，賃貸人に移転する（民法314条）。

 この効力は，賃借人に対する権利を保持したまま（民法613条2項），しかも，転付命令と同様，移転的
効力を生じるので，賃借人の他の債権者（D）の差押えに優先する。

 さらに，直接訴権は，民法314条の先取特権によって，転借人の債権者（E）にも優先する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法613条の直接訴権は，民法314条と組み合わせることによって，強力な権利を不動産賃貸人に与えることになっています。このことを確認しておくことにしましょう。★民法613条に基づく賃貸人の転借人に対する直接の権利（直接訴権）の効力は，以下のようにまとめることができます。■★民法613条の直接訴権は，賃貸人（A）が受益の意思表示をした時点で効力を生じ（民法537条参照），賃貸人（B）の転借人（C）に対する債権がサキドリ特権とともに，賃貸人に移転します（民法314条）。■★この効力は，賃借人に対する権利を保持したまま（民法613条2項），しかも，テンプ命令と同様，移転的効力を生じるので，賃借人の他の債権者（D）の差押えに優先します。■★さらに，直接訴権は，民法314条のサキドリ特権によって，転借人の債権者（E）にも優先します。■以上によって，民法613条の直接訴権は，民法314条と組み合わせることによって，不動産賃貸人に非常に強力な権利を与えていることを確認できたことと思います。■



第三者のためにする契約の
応用例と判例の検討

 電信送金契約（判例の再検討）

 振込契約（判例解釈の再検討）

 誤振込と組戻し（新たな提言）
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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の基本をマスターしたので，第三者のためにする契約の応用例として，以下の三つの契約を検討します。★第1に，電信送金契約について，それを第三者のためにする契約ではないとした判例の再検討を行います。■★第2に，振込契約について，判例をどのように解釈すべきかについて，再検討を行います。■★第3に，ご振込と組戻しに関して，判例を再検討し，新たな提言を行います。■これらは，一見，債権総論ではなく，契約の問題のように見えますが，実は，これらは，債権総論における金銭債権の決済の問題，すなわち，債権総論の最後の問題である，債権の消滅の問題なのです。したがって，これらの問題を，弁済への橋渡しの問題として，しっかり理解するようにしましょう。■



第4節 第三者のためにする契約の
応用例と判例の検討

1．電子送金契約

（判例の再検討）

1. 判例が電信送金契約を第三者のためにする契約ではないとしている理由は何か?

2. 最高裁昭和43年判決に影響を及ぼした先例はどのようなものであったか?

3. 最高裁昭和43年判決の1審，2審判決は，どのような立場をとっていたか?

4. 最高裁昭和43年判決は，事案の解決として妥当なものか?

5. 最高裁昭和43年判決の事案を準占有者に対する弁済として処理することは可能か?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　今は廃止された制度ですが，振込の前身である電信送金契約について，最高裁は，これを第三者のためにする契約ではないと判断しました。■この判断が原因のひとつとなって，第三者のためにする契約に関する判例の発展が阻害されることになるのですが，■振込みが第三者のためにする契約として構成することができることが認められるようになった現在においては，この判例を再検討し，第三者のためにする契約として再構成することが必要となっています。■そこで，電信送金契約に関する最高裁判決を以下の順序で再検討することにします。■★第1に，判例が電信送金契約を第三者のためにする契約ではないとしている理由は何か?について検討します。■★第2に，最高裁昭和43年判決に影響を及ぼした先例はどのようなものであったのか?について検討します。■★第3に，最高裁昭和43年判決の1審，2審判決は，どのような立場をとっていたのか?について検討します。■★第4に，最高裁昭和43年判決は，事案の解決として妥当なものか?について検討します。■★第5に，最高裁昭和43年判決の事案を準占有者に対する弁済として処理することは可能なのか?について，再検討します。■



第三者のためにする契約の応用例
（1/3）電信送金契約

電信
送金
委託
契約

（債権
譲渡）

対価関係

金
銭
債
権

電子送金支払委託
契約（債務引受）

受益者
（送金受取人）

要約者
（仕向銀行）

債務者
（送金指図人）

諾約者
（被仕向銀行）

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
　電信送金制度がどのようなものかを考えるために，第三者のためにする契約として構成する場合に，どのような構成となるのかを，結論を先取りして，示すことにします。★電信送金契約は，現金送金と為替送金との二つの種類がありますが，現金を輸送するわけではないため，ここでは，送金指図人の預金債権を，送金受取人へと平行移動する，為替送金を図示することにします。■電信送金契約は，二つの契約から成り立ちます。■★第1は，送金指図人と仕向銀行との間で締結される電信送金委託契約です。■この第1の契約は，送金受取人のために，送金指図人の金銭債権を送金受取人へと移転させる第三者のためにする債権譲渡契約です。■★第2は，仕向銀行と被仕向銀行との間であらかじめ締結されている電信送金支払委託契約です。■この第2の契約は，送金受取人に対する仕向銀行の金銭債務を被仕向銀行が，送金受取人のために債務の引受けをする第三者のためにする契約です。■この二つの契約の履行を通じて，送金指図人と送金受取人との間の原因関係が決済されます。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 事案(1/3)

 事案の概要（1/3）
 Xは，岩手県購買農業協同組合連合会(県購連)の参事として衣料品

買付のため京都方面に出張中，衣料品買付資金の必要が生じたの
で，県購連に対しその送付方を求めたところ，県購連は，これに応じ，
昭和23年12月16日，岩手殖産銀行(岩手殖産）に金130万円を払い
込み，その送金受取人を京都市K方のXと指定して，その電信送金方
を委託した。

 そこで，その委託を受けた岩手殖産は，即日，かねて電信為替取引
契約の締結されていたY銀行（株式会社第一銀行）京都支店に対し右

送金の支払方を委託し，他方，県購連は原告に対し右電信送金をし
た旨を通知し，その通知はそのころK方に到達した。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　電信送金契約について争われ，電信送金契約は第三者のためにする契約ではないと判示した★最高裁昭和43年判決（すなわち，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）の事実の概要は，以下の通りです。★Xは，岩手県購買農業協同組合連合会(県購連)の参事として，衣料品買付のため京都方面に出張中，衣料品買付資金の必要が生じたので，県購連に対しその送付方を求めたところ，県購連は，これに応じ，昭和23年12月16日，岩手殖産銀行(岩手殖産） に金130万円を払い込み，その送金受取人を京都市K方のXと指定して，その電信送金方を委託しました。■★そこで，その委託を受けた岩手殖産は，即日，かねてから電信為替取引契約を締結していたY銀行（株式会社第一銀行）京都支店に対し，右送金の支払方を委託し，他方，県購連は原告に対し右電信送金をした旨を通知し，その通知はそのころK方に到達しました。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 事案(2/3)

事案の概要（2/3）
その時期，Xはたまたま他に出張し不在であったため，K
が，Xに無断で，家人をY銀行京都支店につかわし，右電

信送金の通知書と自己の印章とを利用して，右送金全額
を自己の当座預金口座に振り替えさせてしまった。

 Xは，右送金のあったことを知らないまま盛岡市に帰任し
たが，翌14年4月ごろになってはじめて右事実を知り，同
年7月Y銀行京都支店に対し右送金の支払を求める旨の
意思表示をした。しかし，Y銀行は，右送金はすでに受取

人本人に支払ずみであるとの理由で，その支払を拒絶し
た。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和53年判決に関する事案の概要の続きです。■★その時期，Xはたまたま他に出張し，不在であったため，代理受領したKが，Xに無断で，家人をY銀行京都支店につかわし，右電信送金の通知書と自己の印章とを利用して，右送金全額を自己の当座預金口座に振り替えさせてしまいました。■★Xは，右送金のあったことを知らないまま，盛岡市に帰任しましたが，翌14年4月ごろになってはじめて，右事実を知り，同年7月Y銀行京都支店に対し右送金の支払を求める旨の意思表示をしました。■しかし，Y銀行は，右送金はすでに受取人本人に支払ずみであるとの理由で，その支払を拒絶しました。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 事案(3/3)

事案の概要（3/3）
そこで，昭和26年3月7日，Xは，電信送金契約は

第三者たる送金受取人のためにする契約である
と解すべきところ，Xにおいて右のような受益の意

思表示をしたことにより，右送金の支払請求権を
取得するに至ったと主張して，Yに対し，その支払
を求める訴を提起した。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁昭和43年判決に関する事案の概要の続きです。■★そこで，昭和26年3月7日，Xは，電信送金契約は第三者たる送金受取人のためにする契約であると解すべきところ，Xにおいて右のような受益の意思表示をしたことにより，右送金の支払請求権を取得するに至ったと主張して，Yに対し，その支払を求める訴えを提起しました。



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 判決(1/5)

 第1回 第一審判決（東京地判昭28・9・7）請求認容

 送金依頼人は委託銀行に対して送金依頼と同時に送金の金員を払い込んでい
るのが通常の事例であって，同人の目的とするところは，専ら送金受取人に対し
て迅速確定的に送金を受領させることにあるから，送金依頼人は，特別の事情
のない限り，受取人に給付を受ける権利を取得させる意思があるものと解する
のが相当であり，同人より送金の依頼を受けた銀行と同銀行より支払の委託を
受けた銀行とは，送金依頼人の意思に基づいて送金受取人に対して給付をする
ことを約しているものと解される。

 このように解しないときは，受託銀行に債務不履行ないし誤払のあった場合，そ
の責任を問うことのできるのは委託銀行のみであって，送金依頼人は委託銀行
を通じてのみその責任を追求し得るに過ぎないから，その救済は不十分となる
ばかりでなく，電信送金により最も利益を受ける筈の受取人に至っては，この場
合何ら救済の方法を有しないこととなる。このような結果は，取引の実情に合わ
ぬばかりでなく，電信送金制度の円滑な運営を妨げることになるであろう。

 したがって，右契約は，当事者間に別段の意思表示のないかぎり，第三者たる
送金受取人のためにする契約に該当す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
　最高裁昭和43年判決は，最終判断までに紆余曲折がありました。その経過を詳しく追っていくことにします。■★第1回　第一審判決（東京地裁昭和28年9月7日判決）は，原告の請求を認容して，銀行の主張を退けました。■★送金依頼人は委託銀行に対して，送金依頼と同時に送金の金員を払い込んでいるのが通常の事例であって，同人の目的とするところは，専ら送金受取人に対して，迅速・確定的に送金を受領させることにあるから，送金依頼人は，特別の事情のない限り，受取人に給付を受ける権利を取得させる意思があるものと解するのが相当であり，同ニンより送金の依頼を受けた銀行と同銀行より支払の委託を受けた銀行とは，送金依頼人の意思に基づいて送金受取人に対して給付をすることを約しているものと解される。■★このように解しないときは，受託銀行に債務不履行，ないし，ご払いのあった場合，その責任を問うことのできるのは委託銀行のみであって，送金依頼人は委託銀行を通じてのみその責任を追求し得るに過ぎないから，その救済は不十分となるばかりでなく，電信送金により最も利益を受ける筈の受取人に至っては，この場合何ら救済の方法を有しないこととなる。このような結果は，取引の実情にあわぬばかりでなく，電信送金制度の円滑な運営を妨げることになるであろう。■★したがって，右契約は，当事者間に別段の意思表示のないかぎり，第三者たる送金受取人のためにする契約に該当すると解するのが相当である。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 判決(2/5)

 第1回 第二審判決（東京高判昭29・9・17）控訴棄却

 電信送金は送金依頼人が送金受取人に対し迅速且つ確実に送金をする目
的を達するために設けられた制度であるから，送金依頼人から委託銀行に
対し送金が依頼せられ(通常送金依頼人は同時に委託銀行に現金を払い込

み，又は預金から振り替える等）現実に振込があったと同視すべき取引が行
われる。

 これに応じて委託銀行と電信送金取引契約のある受託銀行との間において
送金受取人に現金の支払をする送金契約がなされた以上，送金受取人は，
受託銀行に対し受益の意思表示をすることにより，原則として受託銀行に対
し直接送金の支払を請求し得るものとするいわゆる第三者のためにする契
約がなされたものとする方が，より取引の実情に適し，且つ，送金制度の目
的にも合致する。

 送金受取人が受託銀行に対し直接送金支払請求権を取得せしめて，送金受
取人は固より送金依頼人の電信送金制度に対する信頼感を増加せしめるこ
とにより，その制度の円満な運営と発達に寄与することになるものと考えられ
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1回　第二審判決（東京高裁昭和29年9月17日判決）は，第一審の判断を妥当として，銀行の控訴を棄却しました。■★電信送金は送金依頼人が，送金受取人に対し，迅速且つ確実に送金をする目的を達するために設けられた制度であるから，送金依頼人から，委託銀行に対し，送金が依頼せられ(通常送金依頼人は，同時に委託銀行に現金を払い込み，又は預金から振り替える等）現実に振込があったと同視すべき取引が行われる。■★これに応じて，委託銀行と電信送金取引契約のある受託銀行との間において，送金受取人に現金の支払をする送金契約がなされた以上，送金受取人は，受託銀行に対し受益の意思表示をすることにより，原則として受託銀行に対し，直接送金の支払を請求しうるものとする，いわゆる第三者のためにする契約がなされたものとする方が，より取引の実情に適し，且つ，送金制度の目的にも合致する。■★送金受取人が受託銀行に対し直接送金支払請求権を取得せしめて，送金受取人は固より送金依頼人の電信送金制度に対する信頼感を増加せしめることにより，その制度の円満な運営と発達に寄与することになるものと考えられる。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 判決(3/5)

 第1回 上告審判決（破棄・差戻）

 電信送金契約が，第三者のためにする契約であって，これにより，第
三者たる送金受取人に直接受託銀行に対する権利を取得させる趣
旨のものであるかどうかは，単に電信送金制度の目的からのみこれ
を決すべきではなく，右両行間に結ばれている電信送金に関する基
本契約である電信為替取引契約の内容および送金依頼人と委託銀
行との間における契約の趣旨をも考察してこれを決すべきであるとこ
ろ，右第二審判決はこれらの点について何らの検討判断をもしてい
ないから，同判決には審理不尽の違法がある。

 第2回 上告審判決（最三判昭38・2・26民集17巻1号248頁）
（破棄・差戻）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　さきに述べた第1回控訴審判決は，電信送金契約を，第三者のためにする契約であると性質決定した画期的な判決でしたが，第1回最高裁判決は，第三者のためにする契約に該当する事実があるかどうかを審理させるために，以下のように述べて，控訴審判決を破棄し，差し戻します。■★電信送金契約が，第三者のためにする契約であって，これにより，第三者たる送金受取人に直接受託銀行に対する権利を取得させる趣旨のものであるかどうかは，単に電信送金制度の目的からのみこれを決すべきではなく，右両銀行間に結ばれている電信送金に関する基本契約である電信為替取引契約の内容および送金依頼人と委託銀行との間における契約の趣旨をも考察してこれを決すべきであるところ，右第二審判決はこれらの点について何らの検討判断をもしていないから，同判決には審理不尽の違法がある。■第2回の上告審判決（最高裁▲第三小法廷▲昭和38年2月26日▲判決▲民事判例集17巻1号248頁）も同様です。■そこで，つぎのように，第3回の控訴審判決がなされることになりました。



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 判決(4/5)

第3回 第二審東京高判昭40・9・29（本判決の原
審）（第一審判決取消）

岩手殖産（被仕向銀行）と控訴人Y銀行（仕向銀行）との

間の本件電信送金支払委託の契約は第三者である被控
訴人Xに直接控訴人Yに対する権利を取得させるものでは
ない。

むしろ，単に控訴人Y（仕向銀行）が本件電信送金を受取
人Xに交付する義務を岩手殖産（被仕向銀行）に対して負
う契約であるとみるのが相当である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第3回　第二審東京高裁▲昭和40年9月29日判決（本判決の原審）は，電信送金契約を第三者のためにする契約だとする第一審判決を，以下のように述べて取り消します。★岩手殖産（被仕向銀行）と控訴人Y銀行（仕向銀行）との間の 本件電信送金支払委託の契約は，第三者である被控訴人Xに直接控訴人Yに対する権利を取得させるものではない。■★むしろ，単に控訴人Y（仕向銀行）が本件電信送金を受取人Xに交付する義務を岩手殖産（被仕向銀行）に対して負う契約であるとみるのが相当である。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁 判決(5/5)

最一判昭43・12・5 （棄却・確定）

電信送金契約は，特別の事情のないかぎり，第三者たる
送金受取人のためにする契約であるとはいえない。

被仕向銀行は，右契約により，仕向銀行に対する関係に
おいては，送金受取人に送金の支払をする義務を負うが，
送金受取人本人に対する関係においては，そのような義
務を負うものではなく，単に仕向銀行の計算において送
金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべき
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
　最終的に，最高裁は，電信送金契約は，第三者のためにする契約ではないとする，以下のような判断を下して，受取予定者の請求を棄却し，判決は確定します。■★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，以下のように判示しています。■★電信送金契約は，特別の事情のないかぎり，第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえない。■★被仕向銀行は，右契約により，仕向銀行に対する関係においては，送金受取人に送金の支払をする義務を負うが，■送金受取人本人に対する関係においては，そのような義務を負うものではなく，単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁の批評(1/5)

 最高裁昭和43年判決が踏襲した大審院大正11年判決（大判
大11・9・29民集1巻557頁）は，判旨部分のみをみると，以下
のように，最高裁判決と全く同じである。

 銀行業者が電報送金の委託を受け，其の金員を受取り，自己の本店
又は支店の手を経て，第三者なる受取人に金員交付の手続を為す
は，委託者に代り委託者の金員を第三者に送付するものにして，民
法に所謂委任契約に胚胎するものと謂はざるを得ず。

 其の契約の効力は，銀行と委託者との間に止まり，固より其の契約
に於て銀行業者が第三者なる受取人に対し自己の出捐に係る金員
の給付を為すことを約したる場合に非ざるを以て，其の銀行は，第三
者なる受取人に対し，何等の義務を負ふことなく，又，第三者なる受
取人も亦，銀行に対し何等の権利を取得すべきものに非ず。

 故に之を第三者の為にする契約と謂ふことを得ざるや明なり。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和43年判決が踏襲した 大審院大正11年判決（大審院大正11年9月29日判決▲民事判例集▲1巻557頁）は，判旨部分のみをみると，以下のように，最高裁判決と全く同じです。■★銀行業者が電報送金の委託を受け，その金員を受取り，自己の本店又は支店の手を経て，第三者なる受取人に金員交付の手続をなすは，委託者に代り委託者の金員を第三者に送付するものにして，民法にいわゆる委任契約に胚胎するものといはざるを得ず。■★その契約の効力は，銀行と委託者との間に止まり，固よりその契約において銀行業者が第三者なる受取人に対し自己のシュツエンに係る金員の給付をなすことを約したる場合にあらざるをもって，その銀行は，第三者なる受取人に対し，何等の義務を負うことなく，又，第三者なる受取人も，また，銀行に対し何等の権利を取得すべきものにあらず。■★ゆえに，これを第三者のためにする契約ということをえざるや 明らかなり。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁の批評(2/5)

 最高裁昭和43年判決は，大審院大正11年判決の踏襲だが，

銀行の立場は正反対である（銀行が第三者のためにする契
約であると主張して，敗訴している）
 大審院大正11年判決（大判大11・9・29民集1巻557頁）の事案では，

銀行が，電信送金された金員の払戻債権を受働債権とし，銀行取引
上の債権を自働債権として相殺を行い，電信送金の受取人の譲受
人からの払戻請求を拒絶した。

 この事案においては，相殺を実現するため，銀行の方が，「電信送金
契約は第三者のためにする契約である」と主張していた。

 つまり，大審院大正11年判決と最高裁昭和43年判決と比較すると，
銀行の立場は逆転していた。

2014/10/27 Lecture on Obligation2, 2015 64

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★確かに，最高裁昭和43年判決は，大審院大正11年判決の踏襲ですが，銀行の立場は正反対でした。すなわち，大審院大正11年判決の場合は，銀行の方が第三者のためにする契約であると主張して，敗訴した事件でした。■★大審院大正11年判決（大審院大正11年9月29日民事判例集1巻557頁）の事案では，銀行が，電信送金された金員の払戻し債権を受働債権とし，銀行取引上の債権を自働債権としてソウサイを行い，電信送金の受取人の譲受人からの払戻し請求を拒絶していたのです。■★この事案においては，ソウサイを実現するため，銀行の方が，「電信送金契約は第三者のためにする契約である」と主張していました。■★つまり，大審院大正11年判決と最高裁昭和43年判決と比較すると，銀行の立場は逆転していたのです。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁の批評(3/5)

 最高裁昭和43年判決が踏襲した大審院大正11年判決は，

電信送金契約を「第三者のためにする契約」であることを認
めたとしても，同じ結論を維持できる事案であった。
 確かに，大審院大正11年判決でも，電信送金契約は，二者間の委任

契約であり，「第三者のためにする契約ではない」と判示している。

 しかし，大審院大正11年判決の事案では，電信送金契約を銀行の主

張通り，第三者の契約であると認めたとしても，銀行の請求を棄却す
ることが可能な事案であった。

 なぜなら，受益者である送金受取人が受益の意思表示をする前に，
要約者である送金依頼人が，電子送金契約を取消しまたは解除して
いるからである。

 さらには，電信送金は，振込とは異なり，金銭債権の移動ではなく，
金銭の送金なのであるから，相殺にはなじまないということもできる。

2014/10/27 Lecture on Obligation2, 2015 65

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和43年判決が踏襲した大審院大正11年判決の事案においては，銀行の主張を入れて，電信送金契約を「第三者のためにする契約」であることを認めたとしても，同じ結論を維持できる事案でした。■★確かに，大審院大正11年判決でも，電信送金契約は，二者間の委任契約であり，「第三者のためにする契約ではない」と判示しています。■★しかし，大審院大正11年判決の事案では，電信送金契約を銀行の主張通り，第三者のためにする契約であると認めたとしても，銀行の請求を棄却することが可能な事案でした。■★なぜなら，受益者である送金受取人が受益の意思表示をする前に，要約者である送金依頼人が，電子送金契約を取消しまたは解除しているからです。■★さらには，電信送金は，振込とは異なり，金銭債権の移動ではなく，金銭の送金なのですから，ソウサイにはなじまないということもできます。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁の批評(4/5)

 最高裁昭和43年判決が踏襲した大審院大正11年判決は，

銀行業務の慣行を無視したものであり，受取人の権利を認
めた上で，結論を維持すべきものであった。
 大審院大正11年判決の事案において，銀行は，電信送金に関する

以下のような慣習が存在すると主張していた。

 「銀行を以て諾約者とする送金委託の場合に於て，委託者（要約者）
が受取人（第三者）に通知を為すは，銀行業者間の通例にして，受取
人たる第三者は別段に受益の意思表示を為さずとも，特に，受益拒
絶の意思表示を為さざる限り，該第三者に対し，有効に利益享受の
効果を生ずるは，銀行取引に於ける慣習なりとす。」

 したがって，仕向銀行から被仕向銀行に支払委託通知を行い，被仕
向銀行から受取人に受取すべき旨の通知があれば，受取人は，委
託金請求権を取得して，第三者のためにする契約は完了することに
なる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★以上のように考えると，最高裁昭和43年判決が踏襲した大審院大正11年判決は，銀行業務の慣行を無視したものであり，受取人の権利を認めた上で，結論を維持すべきものでした。■★なぜなら，大審院大正11年判決の事案において，銀行は，電信送金に関する以下のような慣習が存在すると主張していたからです。■★「銀行をもってダクヤクシャとする送金委託の場合において，委託者（要約者）が受取人（第三者）に通知をなすは，銀行業者間の通例にして，受取人たる第三者は別段に受益の意思表示を為さずとも，特に，受益拒絶の意思表示をなさざる限り，ガイ第三者に対し，有効に利益享受の効果を生ずるわ，銀行取引における慣習なりとす。」■★したがって，仕向銀行から被仕向銀行に支払委託通知を行い，被仕向銀行から受取人に受取すべき旨の通知があれば，受取人は，委託金請求権を取得して，第三者のためにする契約は完了することになるのです。■



電信送金契約に関する判例の検討
最一判昭43・12・5民集22巻13号2876頁の批評(5/5)

 最高裁昭和43年判決は，大審院大正11年判決における銀

行業務の慣行と銀行の主張を尊重し，「第三者の為にする
契約」であることを認めるべきであった。

 振込契約の前身である電信送金契約を「第三者のためにする契約」
であることを認めても，銀行の利益を害するものではない。

 このことは，大審院大正11年判決の銀行側の上告理由，すなわち，

「契約の実質は，単純なる委託契約に非ずして，寧ろ，第三者の為に
する契約なりと謂ふを正当なるものと信ず」によっても明らかである。

 第三者のためにする契約であることを認めても，第1に，受益者の意
思表示があるまでは，契約の変更が可能であること，第2に，諾約者
は，契約に関する抗弁をもって受益者に対抗できるからである。

 最高裁昭和43年判決は，大審院判例の事案を無視して判旨だけを
踏襲した。このことが，振込契約に関する大混乱の引き金となった。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和43年判決，すなわち，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，大審院大正11年判決において否定されたとはいえ，さきに述べたように，銀行業務の慣行と銀行の主張である「電信送金契約は第三者のためにする契約」であることを認めるべきでした。■★なぜなら，振込契約の前身である電信送金契約を「第三者のためにする契約」であることを認めても，銀行の利益を害することにはならないからです。■★このことは，大審院大正11年判決の銀行側の上告理由，すなわち， 「契約の実質は，単純なる委託契約にあらずして，むしろ，第三者のためにする契約なりというを正当なるものと信ず」によっても明らかです。■★第三者のためにする契約であることを認めても，第1に，受益者の意思表示があるまでは，契約の変更が可能であること，第2に，ダクヤクシャは，契約に関する抗弁をもって受益者に対抗できるからでもあります。■★最高裁昭和43年判決は，大審院判例の事案を無視して，ハンシだけを踏襲しています。このことが，以下に述べるように，振込契約に関する大混乱の引き金となったのです。■



第三者のためにする契約の応用例
電信送金契約の法的構成

電信
送金
委託
契約

（債権
譲渡）

対価関係

金
銭
債
権

電子送金支払委託
契約（債務引受）

受益者
（送金受取人）

要約者
（仕向銀行）

債務者
（送金指図人）

諾約者
（被仕向銀行）

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
　復習をかねて，電信送金制度を第三者のためにする契約として構成すると，どのような構成となるのかを示すことにします。★電信送金契約は，現金送金と為替送金との二つの種類がありますが，現金を輸送するわけではないため，ここでは，送金指図人の預金債権を，送金受取人へと平行移動する，為替送金を図示することにします。■電信送金契約は，二つの契約から成り立ちます。■★第1は，送金指図人と仕向銀行との間で締結される電信送金委託契約です。■この第1の契約は，送金受取人のために，送金指図人の金銭債権を送金受取人へと移転させる第三者のためにする債権譲渡契約です。■★第2は，仕向銀行と被仕向銀行との間であらかじめ締結されている電信送金支払委託契約です。■この第2の契約は，送金受取人に対する仕向銀行の金銭債務を被仕向銀行が，送金受取人のために債務の引受けをする第三者のためにする契約です。■この二つの契約の履行を通じて，送金指図人と送金受取人との間の原因関係が決済されます。■



第4節 第三者のためにする契約の
応用例と判例の検討

2．振込契約

（判例解釈の再検討）

1. 大審院昭和9年判決は，振込契約をどのような契約だと述べているか?

2. この判決が，振込契約は第三者のためにする契約ではないと理解される理由

は?

3. 学説が，この判決を第三者のためにする契約を否定したとする根拠は?

4. 学説は，振込契約をどのような契約と考えているのか?

5. 振込契約を，民法の条文だけを根拠に構成することは可能か?
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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の応用例として，現在最も重要な地位を占めている決済手段としての振込み（振替えともいう）について，以下の順序で検討します。■★第1に，大審院昭和9年判決は，振込契約をどのような契約だと述べているのか?について検討します。■★第2に，この判決が，振込契約は第三者のためにする契約ではないと理解される理由は何か?について検討します。■★第3に，学説が，この判決を第三者のためにする契約を否定したとする根拠は何か?について検討します。■★第4に，学説は，振込契約をどのような契約と考えているのか?について検討します。■★第5に，振込契約を，民法の条文だけを根拠に構成することは可能なのか?について検討します。■



第三者のためにする契約の応用例
（2/3）銀行振込契約
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（債権
譲渡）
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権

振込金支払委託
（債務引受）
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（振込受取人）
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（支払指図人）
（仕向銀行）

債務者
（振込指図人）

諾約者
（被仕向銀行）

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
　振込み制度を第三者のためにする契約として構成する場合に，どのような構成となるのかを，結論を先取りして，示すことにします。★振込み契約は，現金送金と為替送金との二つの種類がありますが，現金を輸送するわけではないため，ここでは，送金指図人の預金債権を，送金受取人へと平行移動する，為替送金を図示することにします。■振込み契約は，二つの契約から成り立ちます。■★第1は，振込み指図人と仕向銀行との間で締結される振込み委託契約です。■この第1の契約は，送金受取人のために，振込み指図人の金銭債権を送金受取人へと移転させる第三者のためにする債権譲渡契約です。■★第2は，仕向銀行と被仕向銀行との間であらかじめ締結されている振込み支払委託契約です。■この第2の契約は，振込み受取人に対する仕向銀行の金銭債務を被仕向銀行が，振込み受取人のために債務の引受けをする第三者のためにする契約です。■この二つの契約の履行を通じて，振込み指図人と振込み受取人との間の原因関係が決済されます。■



振込契約は
第三者のためにする契約か? (1/4)

 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，以下のように，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? (2/4)

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，幾代トオル・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、コウ・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? (3/4)

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・ムイン説です。■★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。■



振込契約は
第三者のためにする契約か? (4/4)

解釈学のあるべき方向

憲法上の要請

法律の解釈は，最終的には，法律の条文，または，条文を導いて
いる原理・原則を根拠にすべきである。

憲法76条3項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この
憲法及び法律にのみ拘束される。

外国法を参照することは有用だが，外国法を直接の根拠とする
のは，行き過ぎであろう。

振込契約は，電信送信契約でも述べたように，「第三者
のためにする契約」として構成するのが妥当である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★これまで検討したことを踏まえて，解釈学のあるべき方向を考えたいと思います。■★法律の解釈をする場合には，第1に，憲法上の要請を考慮しなければなりません。■その理由は，以下の通りです。■世の中に生じる法律問題は，無限ですが，それを解決するための法律は有限です。■したがって，具体的な事件にぴったりと当てはまる法律が存在しないことを認めざるを得ません。■したがって，法律問題を解決するには，解釈が必要であり，法律の条文を導いている原理・原則を根拠にせざるをえません。■★しかし，憲法は，法律問題の解決を，憲法，または，法律に基づいて解決すべきことを要請しています。■★すなわち，憲法76条3項は，以下のように規定しています。■★すべて裁判官は、その良心に従い，独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。■したがって，裁判官は，全ての法律問題を憲法か，法律の条文に従って解決する必要があります。■★事件を解決するのに，ぴったりとした条文が存在しない場合に，外国法を参照することは有用ですが，外国法を直接の根拠とするのは，行き過ぎでしょう。■このように考えると，法の解釈は，その問題を解決するのに最も適した法原則を探索し，その法原則から導かれている具体的な条文の解釈によって問題を解決するのが適切であるということになります。■例えば，振込みについて，明文の規定がない現状においては，振込み依頼人と仕向銀行との振込み契約によって，契約当事者ではない振込み受取人に契約上の効力を生じさせる法技術として，債権者代位権，直接訴権，第三者のためにする契約が存在しています。■★電信送信契約でも述べたように，振込みの問題を解決するのに最も関連性の深い条文は，民法537条～539条に存在しているのですから，振込み契約を，「第三者のためにする契約」として構成するのが妥当であると，私は考えています。■



第4節 第三者のためにする契約の
応用例と判例の検討

3．誤振込と組戻し

（新たな提言）

1. 最高裁平成8年判決が，誤振込でも振込が有効としている理由は何か?

2. 原因関係とは無関係に預金債権が成立するという判例の根拠は何か?

3. 銀行の便宜のための判決は，反社会集団に利用されていないか?

4. 誤振込の問題を解決するために，どのような方法が考えられるか?

5. 民法の条文だけで最高裁平成8年の事案を妥当な解決に導くことは可能か?
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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の応用問題の最後の問題として，判例・学説ともに大混乱に陥っている「ご振込み」の問題を取り上げ，混乱を収めることができる新たな提言ができないか，以下の順序で検討することにします。■★第1に，ご振込みについてのリーディング・ケースとされる最高裁平成8年判決が，ご振込でも振込が有効としている理由は何か?について，検討します。■★第2に，原因関係とは無関係に預金債権が成立するという判例の根拠は何か?について検討します。■★第3に，銀行の便宜のための判決は，反社会集団に利用されていないか?について検討します。■★第4に，ご振込の問題を解決するために，どのような方法が考えられるか?について検討します。■★第5に，民法の条文だけで最高裁平成8年の事案を妥当な解決に導くことは可能か?について検討します。■



第三者のためにする契約の応用例
（3/3）誤振込事件
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ご振込みに関するリーディング・ケースとされる平成8年判決の事実関係を 最初に図示しておきます。■★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，ご振込み事件の中心的なテーマです。■



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・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・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「トウシン」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▲平成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，最高裁▲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をしています。■★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，判決の公正さを担保するためにも，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▲平成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，「第三者のためにする
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▲平成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，被仕向銀行をダクヤクシャ，振込受取人を受益者と考えるべきです。★ダクヤク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▲平成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。



第三者のためにする契約の応用例
（3/3）誤振込事件の解決

預
金
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権
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Xの
債権者

諾約者
D銀行
丙支店
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C

諾約者
A銀行
乙支店

Cの
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Y

組戻
引受

預
金
債
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差押え
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全銀ネット口座
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なし
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図人X
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甲支店
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ご振込み事件に関するリーディング・ケースとされる最高裁▲平成8年判決は，その後の判例によって引用され，確立した最高裁の判決となっています。■しかし，最高裁▲平成8年判決に対して，刑事事件においては，最高裁▲平成15年判決（すなわち，最高裁▲第二小法廷▲平成15年3月12日▲判決▲刑事判例集57巻3号322頁）は，ご振込みの受取人が，ご振込みであることを知りつつ振込金を受け取ることは，第1に，詐欺罪に当たることを明らかにするとともに，第2に，銀行に対して，信義則上，一定の場合には，組戻しをする義務が生じることを明らかにしています。■そこで，ご振込み事件を組戻しを使って，根本的に解決する方法を検討してみることにしましょう。■★ご振込みの依頼人Xは，ご振込みの組戻しを，仕向銀行（A銀行コウ支店）に依頼します。タダではなく，最高裁▲平成8年判決も認めているように，振込み依頼人のご振込み受取人に対する不当利得返還請求権をもって，被仕向銀行の譲渡することによってその処理を行うように仕向銀行に依頼することになります。■★そうすると，最高裁▲平成15年判決によって認められているように，信義則上，組戻しをする義務を有するA銀行乙支店は，仕向銀行であるA銀行コウ支店との間で，組戻し引受けを行うことによって，預金債権は，ご振込み依頼人の元に組戻されます。■★さらに，A銀行コウ支店に組み戻された預金債権は，正しい振込み依頼に基づいて，無事にXの債権者へと移転することになります。■その場合，Yは，A銀行乙支店に対して，預金債権に代わる填補賠償，または，不当利得返還請求をするかもしれませんが，A銀行乙支店の組戻し行為は信義則に基づく適法行為ですし，もしも，その請求が認められるとしても，先に，Xから得た不当利得返還請求権で，ソウサイすることが可能です。■以上の方法は，かなり高度な法律構成を使用していますので，もしも，以上の理論を理解することが困難であると感じる人は，もっと単純な方法で，組戻しを実現する方法を考えてみるとよいでしょう。■



参考文献

1. 参考判例
 大審院判例一覧（年代順）
 最高裁判例一覧（年代順）

2. 参考文献
 立法理由
 教科書
 注釈書
 研究書
 論文
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
参考文献として，★参考判例と，★参考文献を紹介しますので，■参考にしてください。■



大審院判例一覧（年代順）

 △大判大4・7・16民録21輯1227頁
 履行の引受では，第三者のため

にする契約とはならない。

 ×大判大正5・7・5民録22輯1336
頁
 （改正前の商法中の生命保険契

約につき，）受益の意思表示が
あるまでは，当事者は第三者の
ためにする契約の変更ができる。

 ◎大判大6・11・1民録23輯1715頁
 債務引受を第三者のためにする

契約によって成立させることがで
きる（全面肯定）。

 ×大判大11・9・29民集1巻557頁
 電信送金契約は，送金委任者と

受託者（銀行）との間の委任契
約であって，第三者のためにす
る契約ではない。

 受取人は，受任者に直接請求す
る権利を有しないので，委任者は
支払い前に委任契約を解除して，
金員の返還を請求できる。

 受任者（銀行）は，受取人に対す
る債権をもって委任者に対抗でき
ない（珍しくも，銀行が敗訴）。

 ◎大判昭9・5・25民集13巻829頁
 通謀虚偽表示によって預金が成

立したとしても，振込契約による受
取人が善意の場合には，銀行は
受取人に支払い義務を負う。

 △大判昭11・7・4民集15巻1304頁
 第三者のためにする契約によっ

て債務引受をするには，受益者
が権利を取得することが必要で
ある（制限的肯定）
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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に関する大審院の判例は以下の通りです。■



最高裁判例一覧（年代順）

 ×最一判昭43・12・5民集22巻13号
2876頁
 電信送金契約は，第三者たる送金受取人

のためにする契約であるとはいない。

 被仕向銀行は，仕向銀行に対する関係に
おいては，送金受取人に送金の支払をす
る義務を負うが、送金受取人本人に対す
る関係においては，そのような義務を負う
ものではなく，単に仕向銀行の計算にお
いて送金の支払をなしうる権限を取得す
るにとどまる。

 ○最二判昭46・4・23民集25巻3号
388頁
 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，一般の債務の引
受の場合と異なり，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。

 ×最二判平8・4・26 民集50巻5号
1267頁
 普通預金口座に振込みがあった場合に

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。

 ×最二判平20・10・10 民集62巻9号
2361頁
 振込みの原因となる法律関係が存在しな

い場合において，受取人が当該振込みに
係る預金の払戻しを請求することについ
ては，これを認めることが著しく正義に反
するような特段の事情があるときは，権利
の濫用に当たるとしても，受取人が振込
依頼人に対して不当利得返還義務を負担
しているというだけでは，権利の濫用に当
たるということはできない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第三者のためにする契約に関する最コル憂さ意の判決は以下の通りです。■



参考文献（1/4）書籍

 現行民法の立法理由

 広中俊雄『民法修正案（前三編）の
理由書』有斐閣（1987）

 法務大臣官房司法法政調査部『法
典調査会民法議事速記録3』商事法
務研究会（1984）781頁

 教科書

 我妻栄『債権各論上巻（民法講義
V1）岩波書店（1954）113-114頁

 三宅正男『契約法総論』青林書院
（1978）115頁

 加藤雅信『契約法（新民法体系Ⅳ）』
有斐閣（2007）45-46頁

 加賀山茂『契約法』日本評論社
（2007）398-406頁，408-414頁

 注釈書

 谷口知平＝五十嵐清編『新版注釈
民法（13）債権（14）補訂版』有斐閣
（2004）533頁〔野澤正充執筆〕

 民法（債権法）改正検討委員会編
『詳解債権法改正の基本方針Ⅴ各
種の債権（2）商事法務（2010）

 研究書

 ハイン・ケッツ（潮見佳男ほか訳）
『ヨーロッパ契約法Ⅰ』法律文化社
（1999）462頁

 春田一夫『第三者のためにする契
約』信山社（2002）

 オーレ・ランドー＝ヒュー・ビール編
（潮見佳男ほか監訳）『ヨーロッパ契
約法原則Ⅰ・Ⅱ』法律文化社（2006）
315頁
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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に関する書籍文献は以下の通りです。■



参考文献（2/4）論文

論文
来栖三郎「第三者のため

にする契約」民商39巻4=5
号（1959）513頁

 「第三者の為にする契約」
大分経済論集14巻2号
（1962）47頁

船越隆司「契約の第三者
に対する保護効－ドイツ
民法における『第三者のた
めにする契約』の発展－」
法学新報71巻6号（1968）1
頁

論文（続き）
木村常信「『第三者のため

にする契約』再論」産大法
学4巻2号（1970）59頁

前田達明「振込」『銀行取
引講座上巻』（1976）318頁

古軸隆介「第三者のため
にする契約」遠藤浩ほか
監修・淡路剛久ほか編『現
代契約法体系〔第1巻〕現
代契約の法理』有斐閣
（1978）128頁
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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に関する代表的な論文は，以下の通りです。■



参考文献（3/4）

 論文（続き）

 秦光昭「振込取引の法的性
質について－第三者のため
にする契約説の立場からの
覚え書き」白鴎法學2号
（1994-09）113-142頁

 兒玉寛「第三者のためにする
契約の判断基準」西村重雄
＝兒玉寛編『日本民法と西
欧法伝統』九州大学出版会
（2000）486頁

 論文（続き）

 佐々木典子「第三者のため
にする契約における受益の
意思表示－ドイツ民法典制
定当時の議論をてがかりとし
て－」姫路法学19=30合併号
（2000）519頁

 春田一夫「第三者のために
する契約－権利取得授権
(Erwerbsermachtigung)を手

がかりに」九州国際大学法学
論集 9巻3号（梶山純教授・春
田一夫教授退職記念号) 
（2003-03）1-24頁
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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に関する代表的な論文の続きです。■



参考文献（4/4）

 論文（続き）

 椿寿夫「《多角》関係ないし
《三角》関係について」法時
80巻8号（2008）96頁

 中舎寛樹「多角的法律関係
の法的構造に関する研究序
説－複合取引に関する従来
の見解の限界と今後の課
題」法時80巻9号（2008）100
頁

 伊藤進「法律行為と多角的
法律関係」法時81巻4号
（2009）105頁

 論文（続き）

 長谷川貞之「信託の特質・そ
の多様性と多角的法律関
係」法時81巻1号（2009）88頁

 長谷川貞之「第三者のため
にする契約と適用範囲の類
型化をめぐる問題」日本法學
77巻1号（2011-07-25）23-62
頁
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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に関する代表的な論文の続きです。■



契約法各論講義

レポート課題の説明

ご清聴ありがとうございました。
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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，ご振込みを含めて，第三者のためにする契約の基本と応用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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