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



債権総論2（決済の法）総集編 目次

 第1回 債権総論1の復習

 第2回 債権総論の主要テーマ
レポート課題

 第3回 債権譲渡の譲渡性

 第4回 債権譲渡の対抗要件と
債務者の抗弁

 第5回 債務者間で行われる債
権譲渡

 第6回 債務引受

 第7回 銀行振込み（第三者のた
めにする契約のまとめ）

 第8回 弁済の意義と要件

 第9回 弁済受領権者

 第10回 弁済の時期，順序，充
当

 第11回 弁済の提供，供託，弁
済による代位

 第12回 相殺の要件と機能

 第13回 三者間相殺，マルチラ
テラル・ネッティング

 第14回 更改，代物弁済，免除，
混同
レポート課題の講評

 第15回 債権総論2の総集編
定期試験仮想問題
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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2の▲総集編▲の目次です。■債権総論1が，債権の目的，債権の対内的効力，対外的効力，多数当事者の債権・債務関係を扱ったのに対して，■債権総論2は，債権の移転（債権譲渡，債務引受）と債権の満足による消滅（弁済，相殺，更改，混同），および，満足によらない消滅（免除）を扱います。■債権総論2は，債権の移転と弁済・相殺をフルに活用することによって，ほとんどすべての決済を実現することができます。■この意味で，債権総論2の講義は，「決済の法的分析」の講義であるということもできます。



債権総論2
定期試験仮想問題10題 目次

1. Q1: 債権譲渡の譲渡禁止特約の効力

2. Q2: 債権譲渡の対抗要件

3. Q3: 債権譲渡と債務者の解除・相殺の抗弁

4. Q4: 債務引受

5. Q5: 契約上の地位の譲渡

6. Q6: 銀行預金の振込み・誤振込みと組戻し

7. Q7: 準占有者に対する弁済

8. Q8: 弁済の充当

9. Q9: 弁済による代位

10. Q10: 相殺の担保的機能
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲10題は，以下のとおりです。■★第1問■債権譲渡の譲渡禁止特約の効力■★第2問■債権譲渡の対抗要件■★第3問■債権譲渡と債務者の解除・相殺の抗弁■★第4問■債務引受■★第5問■契約上の地位の譲渡■★第6問■銀行預金の振込み・誤振込みと組戻し■★第7問■準占有者に対する弁済■★第8問■弁済の充当■★第9問■弁済による代位■★第10問■相殺の担保的機能



債権総論2

第1回 債権総論1の復習

 1-1. 法学部の教育理念・目標

 1-2. 法律家の思考方法

 1-3. 基本と応用との関係

 1-4. 債権総論の体系
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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1の復習をします。全部の復習は時間の関係で無理なので，基本問題だけを復習します。■★第1に，明治学院大学法学部の教育理念と教育目標を再確認します。■★第2に，法律家の思考方法について，アイラックとトゥールミンの議論の技法について復習します。■★第3に，基本と応用の関係について，復習します。■何度でも繰り返しますが，「基本だけ抑えればよい」と考えるのは，安易に過ぎます。■基本は，簡単に身につくものではないからです。なぜなら，もっとも困難な問題にぶつかったときにはじめて，ひとは，基本の重要性を認識できるからです。■もっとも困難な問題ほど，基本がしっかりしているかどうかが問われるのであり，しかも，基本に立ち返って考えて初めて解決できることが多いのです。■困難な問題になると，その道の専門家の意見が尊重されるのは，その専門家が，長い時間をかけて基礎をしっかり固めている「T型人間」であるために，これまで誰も経験したことがない問題をも，基本に立ち返って解決することができるからです。



1-1. 法学部の教育理念・教育目標
明治学院大学学則 第5条

 (1) 法学部の教育理念
法学部は，建学の精神であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり，

他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を主体的に作り上げて
いくことができる，

専門的知識を備えた能動的な市民を育成することを教育理念とする。

 (2) 教育目標

この教育理念〔建学の精神 “Do for others” 〕のもと，法学や政治学が，

社会の平和と人々の幸福を目指すものであるという本来の出発点に常
にたちかえり，

さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対処すべく，

人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・研究を行うもの
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
★法学部の教育理念，または，教育目標は，何でしょうか？■明治学院大学の学則には，以下のような規定があります。★「法学部は，けんがくの精神であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり，★他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を，主体的に作り上げていくことができる，★専門的知識を備えた能動的な市民を育成することを教育理念とする。」■明治学院大学のけんがくの精神である，“Do for others”「他者への貢献」を中核として，他者，特に，社会的な弱者に対して，その▲意思と▲利益を尊重し，その実現のために援助をすることが “Do for others”の意味であることが，この規定によって明確にされています。■教育理念において，「真理の探究」などという，中立的な目標ではなく，「弱者の尊重」を明確に規定していることは，国立大学法人のような他の大学には真似のできない，明治学院大学だから▲こその▲特色といってよいでしょう。■★法学部のミッション，すなわち，先に述べた法学部の教育理念を実現するためには，私たちは，どのような行動をすべきでしょうか?■法学部のミッションは，明治学院大学学則において，以下のように規定されています。★この教育理念〔けんがくの精神 “Do for others” 〕のもと，法学や政治学が，社会の平和と人々の幸福を目指すものであるという本来の出発点に常にたちかえり，■★さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対処すべく，■★人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・研究を行うものとする。■先に述べたように，「人間の尊重と弱者救済」の観点から，「社会の平和と人々の幸福を目指す」というミッションを高く掲げている法学部は，全国でもまれです。■明治学院大学の法学部のミッションに誇りをもって，実践に移すことにしましょう。



1-1-1. 建学の精神 “Do for others” 
の民法的解釈

条文
 第697条（事務管理）

①義務なく他人のために事
務の管理を始めた者は，そ
の事務の性質に従い，最も
本人の利益に適合する方
法によって，その事務の管
理をしなければならない。

②管理者は，本人の意思
を知っているとき，又はこれ
を推知することができるとき
は，その意思に従って事務
管理をしなければならない。

立法理由
 本条第2項は，管理の方法に付き本人の意

思が管理者に明白なるか又は之を推知する
ことを得る場合に於ては，第1項に規定する
所の管理の方法に依らずして，寧ろ，本 人
の意思に従ひ管理を為すべきことを規定し，

 事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に
干渉し，本人の欲せざることを行ふこと勿か
らしむるものにして，

 本人の意思 に反するも，尚ほ且つ，此者に

利益なりとして，其事務に干渉する如きは，
事務管理の立法の本旨に反し，寧ろ不当利
得の規定に従はしむべきものと云ふべし。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■“Do for others”の精神を法律的に厳密に突き詰めると，どのような意味になるのでしょうか?■“Do for others”の精神については，自分が望むことと，他人が望むこととは，必ずしも一致するとは限らないため，場合によっては，「小さな親切，大きなお世話」という事態が生じかねません。■★“Do for others”を法律的に，厳密に考察すると，どのようなことになるのでしょうか?■この点について，民法には，「頼まれもしないのに他人のためにサービスを提供する」という▲事務管理に関する規定があります。★六法を開いて，民法697条（事務管理）の条文を読んでみましょう。★民法697条▲第1項■義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は，その事務の性質に従い，最も本人の利益に適合する方法によって，その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。■★民法697条▲第2項■管理者は，本人の意思を知っているとき，又はこれを▲推知することができるときは，その意思に従って事務管理をしなければならない。■この条文で重要なことは，第1項▲が原則に見えますが，むしろ，第2項▲が原則であり，「他人の意思」を尊重することが何よりも大切だということです。■他人の意思を知ることも，推知▲することもできないという，例外的な場合にのみ，第1項，すなわち，「最も本人の利益に適合するように行動する」という有名な▲「適合性原則」▲が適用されるのです。★民法において，“Do for others”が規定されている民法697条の立法理由は，何だったのでしょうか?■六法で民法697条の条文を参照しつつ，立法理由書を読んでみましょう。■民法697条の立法理由は，以下の通りです。■★本条第2項は，管理の方法に付き本人の意思が管理者に明白なるか又は之を推知することをうる場合においては，第1項に規定する所の管理の方法によらずして，むしろ，本人の意思に従い管理をなすべきことを規定し，■★事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し，本人の欲せざることを行うこと▲なからしむるものにして，■★本人の意思に反するも，なおかつ，この者に利益なりとして，その事務に干渉するがごときは，事務管理の立法の本旨に反し，むしろ▲不当利得の規定に▲従わしむ▲べきもの▲というべし。■以上のことからも，“Do for others”を実践するに際しては，自分が良かれと思うことを他人に行うのではなく，相手の意思を丁寧に聞き出し，その意思を実現するための最もよい方法を模索し，それを実現すべく，援助することであることが分かります。■そうであってこそ，“Do for others”が「小さな親切，大きなお世話」へと陥ることを防ぐことができるのです。



1-1-2. 弱者を救済できる専門的知識
とは，どのような知識か?
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 法律家の理想像
司法改革審議会意見書

（2001）
 「国民の社会生活上の

医師」としての役割を期
待される専門的資質・
能力の習得と，かけが
えのない人生を生きる
人々の喜びや悲しみに
対して深く共感しうる豊
かな人間性の涵養，向
上を図る。

 事実に即して具体的な
法的問題を解決してい
くため必要な法的分析
能力や法的議論の能
力等を育成する。

NHK病名推理番組

総合診療医ドクターG

 患者の病状から，病名を解明し，診療方
法を確定するまでのプロセスを見せる。

研修医の最初の見立ては，全て外れ（患者を
救済できない。なぜなのか？）。

総合診療医のアドバイスを受けながら，可能
性のある病名を全てチェックし，除外すべきも
のを除外して，正解にたどり着く。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　他の学部の学生とは異なる，法学部の学生の「売り」とは何でしょうか?■★法律家の育成の到達目標について，司法改革▲審議会の意見書は，法科大学院の教育理念について，以下のように述べています。★「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待される専門的資質・能力の習得と，かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して，深く共感しうる豊かな人間性の涵養，向上を図る。★事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や法的議論の能力等を育成する。■★ここで述べられている法律専門家の人物像は，「具体的な紛争が生じた場合に，その紛争を解決するのに適切な法律の条文が何かを探索でき，その紛争に適切な条文を適用した場合に，どのような結論が導かれるのか，どちらの当事者にぶがあるのかを的確に判断できる能力を有する人」です。★このような能力は，総合診療医が，具体的な患者の症状を見て，★その病名を的確に判断する能力に似ています。■★病名がわかった後に，病状と対処法を述べるのは，困難なことではありません。しかし，症状から病名を判断するには，熟練を要するのです。■★この番組では，患者の病状から，病名を解明し，診療方法を確定するまでのプロセスを見せています。■★研修医の最初の見立ては，全て外れです。■★総合診療医のアドバイスを受けながら，可能性のある病名を全てチェックし，除外すべきものを除外して，正解にたどり着くことができるのです。■医学とは異なりますが，法律の場合も同じことが言えます。■条文について，その意味を述べたり，どのような事例がそれに当てはまるかを述べることは，困難ではありません。■しかし，反対に，具体的な事例にどの法律のどの条文が適用されるのかを判断するには熟練を要するのです。■したがって，法学部の学生も，学習目標は，その点に集中すべきです。■学修計画を立て，地道な学習を重ねることによって，就職活動において，自分の▲「売り」を▲以下のように言えるようになりましょう。■「具体的な問題が生じた場合に，その問題にどの法律の▲どの条文が適用されるのか，その結果，どのような判決が出るか，その結論が覆るのは，どのような場合かを予測する能力を有します」■このような能力を有していることこそが，他の学部の卒業生にはできない，「法学部の卒業生の▲売り」なのです。



1-1-3. 専門的知識の修得
どのようにして修得するか

学習目標

専門的な法知識を確実に習得するとともに，

それを批判的に検討し，また発展させていく創造的な思考
力の育成。

学習方法

事実に即して具体的な法的問題を解決していくことを通じて，
法的専門知識だけでなく，問題解決能力として，

「法的分析能力」（アイラック（IRAC）），および，

「法的議論の能力」（トゥールミン図式）を修得させる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　専門的知識を身につけるための学習目的と学習方法をまとめることにしましょう。■★まずは，学習目標の設定です。★第1に，専門的な知識を身につけるという覚悟をしましょう。■そうすると，分からない箇所は，法律辞典をこまめに引きましょう。条文が印象されていたら，面倒がらずに，その条文を必ず読むという，普通の人はサボることを実践することができます。覚悟のない人は，必ずサボるので，ゴールに達することができないのです。■残念なことですが，法学部の場合，学生の半数以上が，法律をマスターしないまま卒業します。そうすると，法学部の「売り」を発揮できないため，社会に出てから苦労することになります。法学・政治学以外の学問でもよいので，社会に出る前に，ぶれることのない思考軸を獲得するようにしましょう。★第2に，学習したことを批判的に検討するようにしましょう。すなわち，複数の文献を比較し，ある学説とか，判例とかを絶対視しないことが大切です。すなわち，基本書を読んだらそれに満足せずに，複数の文献と判例を批判的に読み，自分なりの答えをいえるように用意するように心がけましょう。■★学習目標が設定できたら，次に学習方法を実践しましょう。★第1に，抽象的な議論で満足せず，事実に即して具体的な問題を解決することを心がけましょう。具体的には，教科書を読みながら，判例が引用されていたら，判例百選などの判例解説を読んで，法的な知識を問題解決の手段として，活用するようにしましょう。■★第2に，教科書や判例解説の結論を鵜呑みにするのではなく，判例集に出てくる他の学説と比較して，常に議論をするようにしましょう。友人同士で議論するのもよいのですが，自分の心の中で，仮想の相手を作り出し，その相手と議論をしながら，自分の考え方の弱点を補うようにしましょう。そして，自分なりの結論が導けるようになったら，それをアイラックの表現形式でレポートにまとめるように習慣づけましょう。■★最後に，議論のプロセスを，トゥールミン図式によって，誰でも理解できる形に整理し，アイラックで表現した議論の部分に，その図式を追加して，議論のプロセスが一目で分かるようにしておきましょう。■このような学習方法を積み重ねていくと，３年間で，複数の専門科目をマスターすることができるようになります。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　★法律専門家（裁判官，検事，弁護士ら）の思考方法とされるアイラックとは，どのような思考方法なのでしょうか?■★アイラックというのは，紛争が生じている事件を解決するための思考方法とその順序，すなわち，第１に▲事案の分析，第２に▲仮説と仮の結論，第３に▲反対説との間の議論，第４に▲結論，というように，法律専門家の思考の順序を示すものです。■次に，アイラックという思考方法を順を追って復習することにしましょう。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★I（Issue）とは，争点，すなわち，争いになっている事実関係は何か?を明らかにする作業です。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　R（Rule）は，争いとなっている事実に適用すべきルールを発見する作業です。ただし，発見した事実によって適用すべきルールが発見される，逆に，発見されたルールから見ると，重要な事実が再発見されるというように，IとRとは，相互に密接な関係にあります。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（Application）とは，発見された事実に対して，適切な法を適用して，法的結論を導き出すことです。ただし，真実が何か? 適切な法が何か? については，原告と被告とで争いがあるので，それについて議論をすることが大切です。したがって，ここで得られた結論は，あくまで，暫定的な結論です。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

Argument 原告・被告の議論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（Argument）とは，原告が主張する事実と被告が主張する事実に相違があるのが普通であり，したがって，それぞれの事実に適用すべきルールも異なることになるため，法の適用の結果は，分裂することになります。そこで，事実と適用すべきルールの適切性について，議論をすることになります。そのような議論を通じて，真実と正しい法の適用に接近する道が開かれることになります。



1-2. 法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

Argument 原告・被告の議論

Conclusion 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　C（Conclusion）とは，このような厳しい議論を通じて得られる結論，すなわち，判決です。



1-2-1. 法的分析能力とは
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ルールの発見事実の発見

ルール 1

事実 1 事実 2

ルール 2

他のルールの発見
と他の事実の発見

事実 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アイラックのうち，I（争点）とR（ルール）とは，あわせて，法的分析方法と呼ぶことができます。■争点の発見と，ルールの発見とが，相互に関連しているからです。■★具体的な事実を解決する場合，まず，問題を解決する手がかりとなる重要な事実は何かを発見することが必要です。そして，重要な事実を発見するためには，問題を解決するのに適用されるべき条文の要件を知る必要があります。■なぜなら，その要件に該当する事実があるかどうかという観点から事実を見ると，その中から重要な事実が浮かび上がってくるからです。比ゆ的に言うと，条文の要件という「色めがね」をかけて事実を見ると，その中から重要な事実が浮かび上がってくるのです。■★反対に，事実が分かると，その事実を解決するのに適切な条文は何か，それらの事実にとってもっと適切な条文や原理はないのだろうかという観点を得ることができます。■このようにして，具体的な問題を適切に解決するためには，これまで学んできたルールによって重要な事実を発見したり，それとは逆に，発見された事実から，適切なルールを発見したり，それらの作業を「行きつ戻りつ」しながら，争点となる事実を発見して，その争点を適切に解決すべきルールを発見しなければならないのです。■したがって，法的分析能力とは，ルールから重要な事実を発見し，逆に，事実から適用されるべきルールを発見する能力であるということができます。



債務者に帰責事由なし

1-2-1. 法的分析能力の応用
タール事件（最三判昭30・10・18民集9巻11号1642頁）の法的分析
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債務者に
帰責事由あり

履行不能

債権者だけに
帰責事由あり

控訴審判決（肯定）
調査官解説
最高裁判決

少数説
債権法改正

543条
（解除）

536条1
項（債務
者主義）

536条2
項（債権
者主義）

差戻審（否定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
法的分析能力とは何かは，タール事件，すなわち，最高裁▲第三小法廷▲昭和30年10月18日判決▲民事判例集▲9巻▲11号▲1642頁▲を例にとると分かりやすいでしょう。■★タール事件とは，売買契約の目的物である漁網用のタールが滅失し，履行が不能となったという事件でした。■★この事件において，もしも，債務者である売主にキセキ事由（善管注意義務違反）があるとすると，★民法543条（改正案によれば，541条，または，542条）によって，債権者である買主は契約を解除して，既に支払った内金の返還を求めることができるので，問題は解決します。■★もしも，債務者である売主にキセキ事由がなく，しかも，債権者である買主にもキセキ事由がないとすると，★民法536条1項によって，代金債権は消滅するため，先の場合と同様に，買主は，代金債権を免れ，既に支払った内金の返還を求めることができます。■★これに対して，債務者である売主にはキセキ事由がなく，債権者である買主だけにキセキ事由がある，例えば，受領遅滞があるとすると，★その場合には，民法536条2項が適用され，買主は目的物が滅失して引渡しを受けることができないにもかかわらず，売買残代金を支払わなければなりません。■このように，事実が発見されるごとに，適用されるべき条文に変化が生じ，適用されるべき条文が発見されると，それを満たす要件としての事実が新たに発見されるという相互作用が生じるのです。■したがって，タール事件をよく理解すると，民法（債権関係）改正法案が，適切な改正であるかどうかを判断することができます。■今回の改正案によると，どのような事実が発見されても，買主が敗訴するように民法が変更されており，適切な改正とはいえないことが分かると思います。■なぜなら，売主にタールの保存について善管注意義務違反があり，買主が目的物の品質不適合を理由に履行の拒絶をした場合であっても，第1に，受領遅滞を理由に売主には注意義務違反はないとされ（改正案413条1項），第2に，履行を拒絶している間に履行が不能となったタール事件の場合には，買主にキセキ事由があったとみなされ（改正案413条2項），その結果として，買主は，代金債権が消滅していると主張することもできず（改正案536条2項），契約を解除することもできず（改正案543条），代金減額を請求することもできない（改正案563条3項）という悲惨な結果に陥るからです。■これほどにまで，売主保護に偏った改正案は，公正な改正とはいえないのであって，直ちに修正されるべきでしょう。



1-2-2. 議論の方法
三段論法からトゥールミン図式へ
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おそらく

• 三段論法（反論を許さない硬直性が問題）
• 大前提: 全ての人間は死ぬ。
• 小前提: ソクラテスは人間である。
• 結 論：ソクラテスは死ぬ。

ソクラテスは人間である。 ソクラテスは死ぬ。

人間は死ぬ。

万物は流転するが，

ソクラテスは哲学
の神である。

• トゥールミン図式
• 全ての議論に通用
• 議論の構造の提供

誤り

真理は生き続ける。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　アイラック（IRAC）のうち，議論はどのようにして行われるのでしょうか?■■これまで，判決は，三段論法に従って結論を下しているといわれてきました。★三段論法といえば，★「すべての人は死ぬ」というような大前提があり，その大前提を★「ソクラテスは人間である」という小前提にあてはめ，★「ソクラテスは死ぬ」と言う結論を下すというものです。　判決においても，例えば，「過失があれば責任を負う」という大前提（法律の条文）があり，その大前提を「被告には過失があった」という小前提（事実認定）にあてはめて，「被告は責任を負う」という結論（判決）を下していると考えられてきたのです。　しかし，三段論法は，例外を許しません。法律の条文は，そのほとんどが，例外としての，但し書きを含んでいます。★このような法律の条文に対して，★論理学の論理をすべての議論に使えるように，しかも，★それを視覚的に明らかにしたのが，トゥールミンの議論の図式です。■「すべての人間は死ぬ」という命題には，例外がないようなので，トゥールミンの図式のすばらしさが明確とならないのですが，ソクラテスの意味を人そのものではなく，ソクラテスが発見した真理と考えて，あえて例外を作り出してみました。★（Data）■ソクラテスは人間である。★（Claim: 主張）■ソクラテスは死ぬ。★（Warrant: 論拠）■すべての人間は死ぬ。★（Rebuttal: 反論）■ここでいうソクラテスは，★生身の人間ではなく，哲学の神としてのソクラテスであり，真理の探究に対する真摯な姿は，永遠である。■★（Backing: 裏づけ）■万物は流転する。しかしその真理は流転せず行き続ける。■このような例外がある場合には，三段論法は使えないのですが，トゥールミン図式では，そのような場合にも，以上のように論理的な議論が可能となります。■ここで重要なことは，例外を含む命題は三段論法では扱うことができないが，トゥールミンの図式では，それを扱うことができるという点にあります。



1-2-2. 議論の図式（トゥールミン図式）
による議論の可視化（民法93条）

おそらく
表意者は，真意でないことを知りな
がら，冗談で，意思表示をしている。

意思表示は
有効である。

表意者は，意思
表示に責任を

持つべきである。

表意者が真意とは異なる，誤った外観を作出した場合の意思表示の効果：
1. 相手方が表意者の真意を知っているか，知るべきであったときは，無効となる（原則）。
2. 相手方が表意者の真意を知らず，知ることもできなかったときは，有効となる（例外）。

相手方は，意思
表示が真意でな
いことを知ってい
たか，真意でない
とわかるはず。

誤り
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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93条（心裡留保）の条文について，冗談で意思表示をした表意者（本人）と，それを真に受けた相手方との間の議論として受け止めると，民法93条の理解が容易になります。★例えば，本人が冗談で，10万円の時計を1万円で相手方に売るといい，相手方がそれをマに受けて，1万円を提供したところ，本人は，冗談だから売買は無効だとして，時計の引渡を拒絶したとしましょう。■相手方は，次のように主張すると思います。★冗談であろうと，表意者は10万円の時計を1万円で売るという有効な申込みの意思表示を行い，相手方である私は，それをマに受けて，有効な申込みの意思表示に対して，承諾の意思表示をしたのですから，売買契約は有効に成立しています。★この主張は，表意者は，意思表示に責任を持つべきであるという論拠に基づいており，その主張は，反論がなければ，受け入れられるべきレベルに達しています。■これに対して，表意者は，次のように主張すると思います。★確かに，表意者である私は，10万円の時計を1万円で売りたいという申込みをしましたが，その場の雰囲気で冗談手言ったことであり，相手方は，私が冗談でいったことを知っていたか，その場の雰囲気で，冗談であることを知るべきだったので，そのような場合には，真意でない意思表示は無効となりますので，私は，相手方に時計を引き渡す義務はありません。■このような紛争を解決すべき法理としての裏づけは以下の通りです。★表意者が，意識的に真意とは異なる意思表示をして，誤った概観を作り出した場合には，■概観があっても，それに伴う意思がかけているのであるから，相手方がそのことを知っているか，知るべきであった場合には，原則どおり，意思表示は無効となる。★しかし，真意がかけていても，相手方が事情を知らず，知ることもできなかった場合には，意思表示は有効となります。■この場合，相手方が信じるに至った誤った概観が作り出されたのは，表意者のせいですので，相手方がそれを知っていたか，知るべきだったという事実は，表意者が証明しなければなりません。■このように，トゥールミンの議論の図式は，紛争当事者の主張と論拠，それを導く裏づけと証明責任の分配を図示できるので，条文自体の構造を説明するのに適していると思います。



1-2-2. 議論の図式（トゥールミン図式）
による議論の可視化（民法612条）
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おそらく

賃借人が無断で
賃借物を転貸した。

賃貸人は，賃貸借
契約を解除できる。

賃借人は，民法
612条1項に違
反しており，2項
に基づいて契約
を解除できる。

無断譲渡・転貸の場合に賃貸借契約を解除できるかどうか：
1. 継続的契約関係の当事者が，信頼関係を破壊したときは，契約を解除できる（原則）。
2. 賃借人が無断譲渡・転貸を行ったときは，信頼関係の破壊が推定される（推定規定）。
3. 信頼関係を破壊したと認められない事由があるときは，契約は解除できない（例外）。

背信行為と認め
るに足りない特

段の事由がある。

誤り

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　トゥールミンの議論の図式は，条文の構造の解明だけでなく，判例によって条文の実質的な意味が変更された場合にも，有効です。■例えば，賃借人が，賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり，無断で転貸した場合，条文では，賃貸人は賃貸借契約を解除して，賃借人と転借人とを追い出すことができるとしています。■しかし，判例は，賃貸人の解除権を制限する法理，すなわち，賃借人が賃貸人との間の信頼関係を破壊した場合にのみ契約を解除できるという，「信頼関係破壊の法理」を確立しています。★賃貸人は，賃借人が無断で賃借物を転貸したのだから，民法の条文である612条にしたがって，賃貸者契約を解除し，賃貸人，転借人を追い出すことができると主張します。■★これに対して，賃借人は，転借人は，賃借人の家族である等の特段の事由があり，転貸によっても，信頼関係は破壊されていないと反論します。■この場合の裏づけとなる判例法理は以下の通りです。★継続的な契約関係においては，当事者が信頼関係を破壊したときには，しかも，そのときにだけ契約を解除できます。■★信頼関係を破壊したかどうかは判断が難しいので，民法が規定する，無断転貸の事実があれば，信頼関係が破壊されたことが推定されます。■★しかし，賃貸人の方で，無断転貸によっても，信頼関係が破壊されないという特段の事由，例えば，親族とか子会社とかに転貸しただけだということを証明した場合には，法律上の推定が覆り，信頼関係は破壊されていないことになって，賃貸人は解除ができなくなるのです。■このように，トゥールミン図式は，条文の構造だけでなく，判例によって導きだされた判例法理の構造を理解する場合にも，大いに役立ちます。



1-2-3. すべての論文の書き方
アイラック（IRAC）で書く
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問題提起

• I:重要な問題を発見したことの経緯を述べる

• R:その問題を解決する視点と仮説を提示する

本論

• A:問題をいくつかのブロックへと分割する

• A:ブロックごとに問題を展開しすべてを解明する

結論

• C:問題を展開して得られた答えを１つにまとめる

• I:残された問題に対する展望を行う

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　レポートや論文を書く場合にも，アイラックに沿って書くとよいレポートや論文を書き上げることができます。具体的には，どのようにすればよいでしょうか?■実際の論文では，第1に，論ずべき争点を明らかにします。これが，問題提起です。■次に，その問題を解決すべき仮説を発見し，その仮説を問題に適用して，問題が解決されることを示します。それが本論です。■最後に，問題提起に対応する答えとして，結論を短くまとめます。■それぞれの項目について，詳しく述べることにしましょう。★第1は，「問題提起」です。アイラックのI（争点）に当たります。取り上げる問題について，何が重要な問題なのか。その問題について，従来はどのような扱いがなされてきたのか，先行研究を紹介します。そして，そこには，どのような問題が潜んでいるのかを述べます。■★次のアイラックのR（ルール）に当たる箇所では，問題解決のための新しい視点と，論者の仮説を提示します。★第2は，「本論」です。ここでは，問題提起で問いかけた問題を▲いくつかのブロックへと分割し，それぞれの問題点について，仮説を適用して解決案を示します。■★さらに，先行研究や反対意見に対する応接を行い，自らの仮説が妥当であることを明らかにします。アイラックのA（議論）に該当します。■★第3は，「結論」です。ブロックごとに展開して得られた答えを１つにまとめます。■　ここで大切なことは，結論が，問題提起の「問い」に対する「答え」になっているかどうか?という点です。　もしも，結論が，問題提起の「問い」の「答え」になっていないようでしたら，レポートや論文がストーリーを構成していないのですから，すべてを白紙に戻して，最初に戻って再検討する必要があります。■★欲をいえば，結論の最後に，今後の「展望」を述べると，さらによくなります。レポートや論文に刺激を受けた人々が，その点について，発展的なレポートや論文を書く機会が与えられ，ひいては，学界に対しても大きな貢献をすることが期待できるからです。



1-3. 基本と応用との関係
←レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい（アンケート）

 第1の経験（スキーを始めたときの経験：応用で知る基本の大切さ）

スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思う。

急斜面に直面して，初めて，基本の大切さを痛感できるし，緩斜面でいくら基本
を勉強しても，実際の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験
できる。

 第2の経験（国民生活センターでの経験：応用は簡単だが基本は困難）

実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することはそれほど困難
なことではない。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって実務を
こなすことができるからである。

実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないために，
マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならない問題で
あることがわかる（マニュアル人間の挫折）。

しかし，基本法を理解するには，時間のかかる地道な学修をするよりほかに方
法がない（学生の時でないとできないことがある）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　学生の中には，応用は無理だから，「基本だけ教えて欲しい」という意見を述べる人がいます。例えば，「レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい」というよくある苦情です。そこで，私の経験した二つの例を紹介しながら，この考え方に反論したいと思います。★第1の経験は，スキーを始めたころの思い出です。★スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思います。★急斜面で転がり落ちて初めて，基本の大切さを痛感できますし，かん斜面でいくら基本を勉強しても，かん斜面ではゴマカシがきくので，ゴマカシのきかない実際の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験できるからです。★第2の経験は，大学院を出て，最初に就職した国民生活センターでの苦情処理の思い出です。★実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することは，それほど困難なことではありません。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって実務をこなすことができるからです。★実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないために，マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならない問題であることがわかります。マニュアルにない問題にぶつかると，マニュアル人間や，同調型の人間は，見事に挫折します。★基本，例えば，法律の場合でいえば，民法などの基本法を理解するには，じかんのかかる地道な学修をするよりほかに方法がありません。一つのことに1年とか2年とかの時間をかけるなどということは，学生の時でないとできません。実務では，即戦力が要求されるからです。　実務では，困難な問題に直面したときは，徹夜で仕事をします。しかし，よく考えてみましょう。特別法なら一夜漬けが可能かもしれません。しかし，民法の基本は，何日徹夜したとしても，そんなに簡単に理解することはできません。学生時代の地道で長い時間をかけた学習だけが頼りになるのです。



1-4. 債権総論の体系

債
権
総
論

債権の目的

債権の効力

対内的効力
履行強制

損害賠償

対外的効力
債権者代位権

詐害行為取消権

多数当事者関係

可分・不可分債権

連帯債務

保証
債権の譲渡

債権の消滅

弁済

相殺

更改

免除

混同
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★この講義の中心的なテーマである，債権総論は，どのような構造をしているのでしょうか?■　債権総論は，以下の五つの項目から成り立っています。★第1は，債権の対象としての「債権の目的」です。★第2は，債権の対内的効力（履行強制，債務不履行に基づく損害賠償），および，対外的効力（債権者代位権，サガイ行為取消権）に関する「債権の効力」です。★第3は，債権の主体の複数に関する「多数当事者の債権・債務関係」です。これには，可分・不可分の債権債務，連帯債務，保証が含まれます。★第4は，債権の主体の変更に関する「債権の譲渡」です。ここには，判例によって，債務者の変更に関する「債務引受」が含まれます。★第5は，債権の終了原因としての「債権の消滅」です。これには，弁済，ソウサイ，更改，免除，混同が含まれます。



債権総論2

第2回 債権総論2の主要テーマ

 ２．決済システムの法的分析

 2-1. 債権・債務の移転と弁済

 振込みによる弁済（民法に規定がない。解釈による対応が必要）

 電子マネーによる弁済（民法に規定がない。解釈による対応が必
要）

 クレジットカードによる弁済（民法に規定がない。解釈による対応が
必要）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本論に戻って，これから，債権総論2で取り上げる二つ主要なテーマについて概観します。■★第1は，債権の消滅原因の代表格としての弁済です。■★第2は，債権の移転原因の代表格である債権譲渡と債務引受です。



2-1-1. 債権の移転と決済

決済とは（有斐閣 経済辞典 第5版）

（商品売買あるいは金銭貸借により生じた）債権・債務関係
を，債務者が支払義務を果たすことによって消滅させること。

決済機能

取引で生じた債権・債務の関係を消滅させることができるの
は，債務者が貨幣でその支払義務を果たしたときであるか
ら，その点で貨幣の支払手段としての機能を決済機能とい
う。

今日，ほとんどの決裁は預金振替（銀行振込み）の形で銀
行を通じて行われており，その点で銀行の果たす役割を決
済機能ともいう。
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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2は，債権の移転と債権の消滅とを扱う講義ですが，それを経済学の概念である，「決済」という観点から見ると，この債権の移転と債権の消滅が，決済を法的に分析するための必須の道具であることに気がつきます。■★「決済」という用語は法律学辞典を引いても出てきませんが，経済学辞典を引くと，以下のように定義されていることが分かります。■★すなわち，「決済」とは，（商品売買あるいは金銭貸借により生じた）債権・債務関係を，債務者が支払義務を果たすことによって消滅させることです。■★そして，経済学辞典には，決済機能として，以下の説明がなされています。■★取引で生じた債権・債務の関係を消滅させることができるのは，債務者が貨幣でその支払義務を果たしたときであるから，その点で貨幣の支払手段としての機能を決済機能という。■★コンニチ，ほとんどの決裁は預金振替（銀行振込み）の形で銀行を通じて行われており，その点で銀行の果たす役割を決済機能ともいう。■このように見てくると，経済学上の決済とは，預金債権に代表される新しい形態の仮想通貨の移転を通じて，債権を消滅させることであり，債権総論2は，その決済を法的に分析するための必須のツール（弁済，ダイブツ弁済，ソウサイ，更改，免除，混同）を用意しているということができると，私は考えています。



2-1-2. 従来の決済手段としての現金支払
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債権

決済＝現金による支払い
＝通貨の移動

金銭債権債権者 債務者

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

 最近の金銭債権の弁済

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

 労働基準法 第24条（賃金の支払い）

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

 労働基準法施行規則 第7条の2第1号

 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働
者の預金又は貯金への振込み

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



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

債権金銭債権

銀行

債権者 債務者

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

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

 そのためには，どうすればよいの
か? 民法には明文の規定がない!

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



2-1-3. 預金債権による支払（2/3）
←現金の支払，原理，振込み
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預
金
債
権

原因債権原因債権

預
金
債
権

債権者 債務者

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

諾約者
（被仕向銀行）

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

 しかし，民法には並行
移動の制度がない!

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



2-1-3. 預金債権による弁済（3/3）
→現金支払，振込みの原理，並行移動
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振込
委託
（債権
譲渡）

対価関係

預
金
債
権

振込金支払委託
（債務引受）

受益者
（振込受取人）

諾約者
（被仕向銀行）

抗
弁

預
金
債
権

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

債務者
（振込指図人）

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



2-1-3. 預金債権による決済に関する
民法（債権関係）改正案の混乱

振替え・振込みによる決済

 改正案477条（預金又

は貯金の口座に対す
る払込みによる弁済）

債権者の預金又は貯金
の口座に対する払込み
によってする弁済は，債
権者がその預金又は貯
金に係る債権の債務者
に対してその払込みに
係る金額の払戻しを請
求する権利を取得した
時に，その効力を生ずる。

預金債権の譲渡制限の過大な効力

 改正案466条の5（預金債権又は貯金債権

に係る譲渡制限の意思表示の効力）

①預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金

に係る債権（以下「預貯金債権」という。）につい

て当事者がした譲渡制限の意思表示は，第466
条第2項の規定にかかわらず，その譲渡制限の

意思表示がされたことを知り，又は重大な過失に

よって知らなかった譲受人その他の第三者に対

抗することができる。

②前項の規定は，譲渡制限の意思表示がされた

預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者

に対しては，適用しない。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 29

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★2015年3月31日に国会に提出された法律案によると，「振込み」（すなわち，預金又は貯金の口座に対する払込み）による弁済の規定が新設されます。★民法（債権関係）改正によって新設される「振込み」による弁済の規定（民法477条）は，以下のように規定しています。★民法改正案▲第477条（預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済）■★債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は，債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に，その効力を生ずる。■この規定は，「弁済」の前に，「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする」という条件がついていますので，この規定によって，振込みによる弁済が，一般的に，「預金通貨」を認めたものか? また，「振込みは，本旨弁済か?　それとも，ダイブツ弁済か?」という疑問に答えていません。■これは，大きな問題なので，立法者として結論を出すべきものでしょう。この大問題を解釈にゆだねるということになると，法曹にとっても，また，市民にとってわかりやすい民法とはいえません。■今回の民法改正の諮問（法制審議会▲諮問第88号）が，以下の内容であったことを思い起こすべきでしょう。■民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について，〔1〕同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り，〔2〕国民一般に分かりやすいものとする等の観点から，国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので，その要綱を示されたい。■今回の民法の一部を改正する法律案が，少なくとも，この諮問の第2点に答えていないことは明らかでしょう。★預金債権については，改正案は，もうひとつの条文，466条の5を用意しています。■★しかし，この規定は，債権の譲渡制限を認めるものなので，預金債権を預金通貨と扱うことの障害となっています。■★しかも，差押債権者に対しては，債権の譲渡制限を認めないので，その区別の理由が問われなければなりません。■預金債権について，銀行の言い分を鵜呑みにし，銀行預金を預金通貨として発展させることに対する大きな障害をもたらした改正案は，まさに，社会・経済の変化に対応していないというよりも，むしろ，その変化に逆行するものであるといわなければなりません。



2-1-4. プリペイド・カードでの弁済（1/2）
債務引受説
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①

預
託
金
支
払

代金債権代金債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

②
債
務
引
受

資金決済に関する法律
第20条

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

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

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



2-1-4. プリペイド・カードでの弁済（2/2）
債権譲渡説（人的抗弁つき）
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預
託
金
返
還
請
求
権

債権譲渡

預
託
金
返
還
請
求
権

①

預
託
金
支
払

代金債権代金 債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

資金決済に関する法律
第20条

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

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

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



2-1-5. クレジットカード決済の仕組み
山本正行『カード決済業務のすべて』金融財政事情研究会(2012/05)
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③債権売買
④代金支払

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

②
代
金
支
払

受益者・債権者
（アクワイアラー）

（Aeon Credit）

⑤
代
金
支
払

メンバー契約 メンバー契約

代金債権

①債権売買
第三者のためにする契約

代金 債権
要約者

（加盟店）
売主

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

諾約者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

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



2-1-5. クレジットカードのチャージバック
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③再譲渡
④代金返戻

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

⑤
代
金
返
戻

②
代
金
返
金

メンバー契約 メンバー契約

返還請求

①返還債権
の譲渡

返還請求
債務者

（加盟店）
売主

債権者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

新々債権者
（アクワイアラー）

（Aeon credit）

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

売買契約の解除等

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



2-2. 決済システムの理論基盤として
の「第三者のためにする契約」

 第三者のためにする契約
 第三者のためにする契約の現行条文

 第三者のためする契約の位置づけ

 第三者のためにする契約の適用領域

 第三者のためにする契約の機能

 第三者のためにする契約の活用
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまで見てきた，決済システムの基盤となるのは，これから学習する，債権総論2のうちの，債権譲渡，債務引受，そして，弁済と相殺ですが，■★「契約当事者は誰か？」という観点からは，「第三者のためにする契約」が，決定的に重要な役割を果たしています。■なぜなら，債権譲渡も，債務引受も，債権者の立場から行うだけでなく，第三者のためにする契約を活用すると，債務者の側から債権譲渡も債務引受も実現可能となるからです。■そこで，ここでは，金融決済システムを支える，理論的基盤として，第三者のためにする契約について，以下の点から概観しておくことにします。■★第三者のためにする契約の現行条文★第三者のためする契約の位置づけ■★第三者のためにする契約の適用領域■★第三者のためにする契約の機能■★第三者のためにする契約の活用



2-2-1. 第三者のためにする契約とは?

 第537条（第三者のためにする契約）

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

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

 第538条（第三者の権利の確定）

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

 第539条（債務者の抗弁）
債務者は，第537条〔第三者のためにする契約〕第1項の契約に基づく抗

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



2-2-2. 第三者のためにする契約
－民法典上の位置づけ－

民法

総則

物権

債権

債権

総論

債権

各論

契約

契約

総論

契約の

成立

契約の

効力

同時履行の

抗弁権

危険負担

第三者のため
にする契約

537条

538条

539条

契約の

解除

契約

各論

贈与契約

…

和解契約

…

不法

行為

親族

相続

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。■



2-2-3. 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

民法

第三者
のため
にする
契約
（民法

537条～
539条）

供託
（民法

494条～
498条）

特別法

保険法

責任
保険
（保険
法8条）

生命
保険
（保険
法42
条）

信託法

受益権
の取得
（信託
法88
条）

商法

運送
契約
（商法

583条）

判例法

債務
引受

（大判大
6・11・1
民録23
輯1715

頁）

契約上
の地位
の譲渡
（最二判
昭46・4・
23民集

25巻3号
388頁）

電信
送金

（最一判
昭43・

12・5民
集22巻

13号
2876頁）

銀行
振込

（大判昭
9・5・25
民集13
巻829
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。■★保険契約は，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。■★生命保険も，第三者のためにする契約の典型例です（保険法42条）。■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（保険法42条）。■★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。■



2-2-4. 「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。■



2-2-5. 「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
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★「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。■



2-2-5. 「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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★「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。■



債権総論2

レポート課題

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

１．事実の概要を正確に図式化し簡潔に表現する。

２．判旨を簡潔にまとまる。

３．関連判例と学説とを要領よくまとめる。

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



誤振込事件
（最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁）
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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，本来の名宛人ではなく，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？■★実際の事件では，Xは，Yの差押えに対して，第三者異議の訴えを提起していますが，この訴えは，認められるのでしょうか?■これが，リポート課題の中心的なテーマです。



債権総論2
第3回 債権譲渡の譲渡性

債権譲渡

 債権譲渡の意義と譲渡禁止特約の効力

 債権譲渡の対抗要件

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



3-1. 債権譲渡の意義

 債権譲渡の意味

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

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

例外的に，債務者と譲渡人との間の第三者のためにする契約によって行
われる。

そこで，民法468条2項（民法（債権関係）改正案では，468条1項）

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



3-2. 債権譲渡禁止特約（1/4）
意義と機能

 債権譲渡禁止特約の意義と機能

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

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

 禁止特約の機能の変化

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

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



3-2. 債権譲渡禁止特約（2/4）
条文と判例の変遷

 第466条（債権の譲渡性）
①債権は，譲り渡すことができる。ただし，そ

の性質がこれを許さないときは，この限りでな
い。

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

 債権差押えがなされた場合

最一判昭49・3・7民集28巻2号174頁

債権譲渡と債権差押えは，同等であり，そ
の優劣は，対抗問題の先後による。

最二判昭45・4・10民集24巻4号240頁

債権が差し押さえられた場合には，民法
466条2項の適用・類推適用はない（差押
え禁止債権を創設することになるから）。

 譲受人が善意・無重過失の場合

最一判昭48・7・19民集27巻7号823頁

譲受人が債権を取得するには，善意・無
過失が要求される。

 最一判平9・6・26民集51巻5号2053
頁（百選Ⅱ26事件）

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

ただし，民法116条の法意に照らし，承

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



3-2. 債権譲渡禁止特約（3/4）
最高裁平成9年判決〔百選Ⅱ26事件〕の事案と問題点
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譲渡禁止特約付の売掛代金債権の譲渡について，債務者AがXに承諾を与えたこと

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

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



3-2. 債権譲渡禁止特約（4/4）
今後の展望
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問題点

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

望ましい解決策

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

債権譲渡禁止特約（の抗弁）は，善意の第三者にも対抗できない（民法
466条2項但し書きの厳格な適用）。

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

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



3-3. 債権譲渡禁止特約の改正（1/5）

現行法

 第466条（債権の
譲渡性）

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

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

民法（債権関係）改正案

 第466条（債権の譲渡性）→預金債権
①（現行法と同じ）

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

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

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



3-3. 債権譲渡禁止特約の改正（2/5）

 第466条の2（譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債
務者の供託）

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

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

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



3-3. 債権譲渡禁止特約の改正（3/5）

第466条の3〔譲渡制限の意思表示がされた債権に係
る債務者の供託 その2〕

前条第1項に規定する場合において，譲渡人について破産

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



3-3. 債権譲渡禁止特約の改正（4/5）

 第466条の4（譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え）

①第466条第3項の規定は，譲渡制限の意思表示がされた債権に対す

る強制執行をした差押債権者に対しては，適用しない。

②前項の規定にかかわらず，譲受人その他の第三者が譲渡制限の意

思表示がされたことを知り，又は重大な過失によって知らなかった場合

において，その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは，

債務者は，その債務の履行を拒むことができ，かつ，譲渡人に対する

弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗するこ

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



3-3. 債権譲渡禁止特約の改正（5/5）

第466条の5（預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限
の意思表示の効力）←預金債権以外の債権

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

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

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



定期試験仮想問題10題（1/10）→Q ToC

債権譲渡の禁止特約について，以下の問いに答え
なさい。

1. 譲渡禁止特約のもともとの必要性の趣旨は何か。

2. 譲渡禁止特約は，実際にはどのような目的で利用されて
きたのか。その弊害は何か。

3. 譲渡禁止特約に関する判例の動向を年代順に述べなさ
い（民法判例百選Ⅱ第27事件参照)。

4. 民法（債権法関係）改正では，譲渡禁止特約は，どのよう
に規定されようとしているか（民法（債権法改正）改正案
第466条以下参照）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第1問は，以下のとおりです。■★債権譲渡の禁止特約について，以下の問いに答えなさい。■★問1■譲渡禁止特約のもともとの必要性の趣旨は何か。■★問2■譲渡禁止特約は，実際にはどのような目的で利用されてきたのか。その弊害は何か。■★問3■譲渡禁止特約に関する判例の動向を年代順に述べなさい（民法判例百選Ⅱ第27事件参照）。■★問4■民法（債権法関係）改正では，譲渡禁止特約は，どのように規定されようとしているか（民法（債権法改正）改正第466条以下参照）。■



債権総論2

第4回 債権譲渡の対抗要件と
債務者の抗弁の対抗

 4-1. 債権譲渡の対抗要件
 民法467条

 差押との関係

 債権の二重譲渡と通知の同時到達

 4-2. 債権譲渡と債務者の抗弁の対抗
 民法468条

 判例

 民法改正案 第468条

 4-3. 将来債権の譲渡
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　今回の講義は，債権譲渡，その2です。★今回の授業のテーマは，債権譲渡のテーマのうち，第2の債権譲渡の対抗ヨウケンと★債務者の抗弁の対抗を中心に学習を進めます。■★最後に，将来債権の譲渡について，集合債権という枠の中で流動する債権の譲渡について，■そこには，将来債権が含まれているという問題について考察します。



4-1. 債権譲渡の対抗要件（1/6）
債務者対抗要件と第三者対抗要件

債務者への通知と承諾

第467条（指名債権の譲渡の対抗要件）

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

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

第三者対抗要件としての確定日付

民施行法5条

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



4-1. 債権譲渡の対抗要件（2/6）
最一判昭49・3・7民集28巻2号174頁〔百選Ⅱ第30事件〕
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権が譲渡される同時に，その債権が差し押さえられた場合に，どちらが本当の債権者なのかは，債権の二重譲渡の場合と同様に，債権譲渡と債権差押の対抗ヨウケンの先後によって決定されます。■最高裁第一小法廷▲昭和49年3月7日判決▲民事判例集28巻2号174頁の事案です。■★一方で，Aの債権者Xは，債務者の第三債務者に対する債権について譲渡を受け，★その譲渡通知は，昭和44年2月14日午後3時に第三債務者Bに到達しました。■★他方で，同じくAの債権者Yは，債務者Aの第三債務者Bに対する債権について仮差押をし，その仮差押命令が，債権譲渡の通知と同日の昭和44年2月14日，1時間遅れの午後4時に第三債務者に到達しました。■この場合に，債権者XとYのいずれが優先するのかがここでの問題です。



4-1. 債権譲渡の対抗要件（3/6）
債権譲渡と差押えとの競合

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

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

確定日付の先後ではなく，なぜ，到達の先後なのか

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

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

確定日付を公的文書に頼っているのもおかしい。郵便局は株式会社に変容
した。むしろ，銀行の振込記録等の確実な到達証明が活用されるべきである。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 58

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権譲渡と債権差押えとが競合した場合に，どちらが優先するかは，債権譲渡通知の到達と，差押え命令の到達とで，どちらが先に到達したかで決まります。■★この問題に関するリーディング・ケースは，最高裁第一小法廷昭和49年3月7日判決▲民事判例集28巻2号174頁です。■最高裁昭和49年判決は，以下のように判示しています。■★債権譲渡の譲受人相互の間の優劣は，通知又は承諾に付された▲確定日付の先後によって定めるべきではなく，確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり，また，確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要である。■この判決については，以下の二つの点について，疑問が生じています。■★第一に，確定日付の先後ではなく，なぜ，到達の先後なのでしょうか？■★これでは，証書に確定日付を要求した意味がなくなってしまいます。■なぜなら，到達の日時は，確定日付によって確定されないため，いくらでもごまかせるからです。■★したがって，到達時を基準にするのであれば，配達証明郵便のような確実な証明手段を要求すべきではないかとの批判が生じています。■■第二に，最高裁判決については，★確定日付を公的文書に頼っているのもおかしいとの疑問が生じています。■なぜなら，郵便局は民営化されて，株式会社に変容したのであり，■郵便局に限らず，銀行の振込記録等の確実な到達証明こそが活用されるべきだからです。■もっとも，訴訟実務は，最高裁の判決によって動いていますので，社会生活上は，これに従わざるをえませんが，民法施行法第5条の抜本的な改正が必要だと，私は考えています。



4-1. 債権譲渡の対抗要件（4/6）
債権譲渡通知の競合

 譲渡通知等の同時到達の場合の矛盾した取扱い
最三判昭55・1・11民集34巻1号42頁

指名債権が二重に譲渡され，確定日付のある各譲渡通知が同時に債務
者に到達したときは，各譲受人は，債務者に対しそれぞれの譲受債権全
額の弁済を請求する ことができ，譲受人の１人から弁済の請求を受けた
債務者は，弁済の責を免れることができな い。

最三判平5・3・30民集47巻4号3334頁〔百選Ⅱ第31事件〕

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

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



4-1. 債権譲渡の対抗要件（5/6）
新しい解釈

債権譲渡通知等の同時到達の場合の解決案

確定日付のある通知・承諾の到達の先後を基準と
する。

到達が同時の場合は，次の基準による。

確定日付の前後を基準とする。

それも同一（同時到達）の場合は，次の基準による。

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



4-1. 債権譲渡の対抗要件の改正

現行民法

第467条（指名債権の譲渡
の対抗要件）

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

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

改正案

 第467条（債権の譲渡の
対抗要件）
①債権の譲渡（現に発生して

いない債権の譲渡を含む。）
は，譲渡人が債務者に通知を
し，又は債務者が承諾をしな
ければ，債務者その他の第三
者に対抗することができない。

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



定期試験仮想問題10題（2/10） →Q ToC

債権譲渡の対抗要件について,以下の問いに答え
なさい。

1. 債権譲渡の対抗要件のうち，債務者対抗要件は何か。

2. 債権譲渡の対抗要件のうち，第三者対抗要件は何か。

3. 債権譲渡と債権差押さえが競合した場合，それぞれの対
抗要件は何か。すなわち，何を基準として，どちらが優先
するかが判断されるのか。

4. 債権の二重譲渡の場合，対抗要件が同時に備わった場
合，どのような結果が生じるか。その解決方法について，
さまざまな見解を検討した後，自らの見解を簡潔に述べ
なさい（民法判例百選Ⅱ第31，32事件参照）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第2問は，以下のとおりです。■★債権譲渡の対抗要件について,以下の問いに答えなさい。■★問1■債権譲渡の対抗要件のうち，債務者対抗要件は何か。■★問2■債権譲渡の対抗要件のうち，第三者対抗要件は何か。■★問3■債権譲渡と債権差押さえが競合した場合，それぞれの対抗要件は何か。すなわち，何を基準として，どちらが優先するかが判断されるのか。■★問4■債権の二重譲渡の場合，対抗要件が同時に備わった場合，どのような結果が生じるか。その解決方法について，さまざまな見解を検討した後，自らの見解を簡潔に述べなさい（民法判例百選Ⅱ第31，32事件参照）。



4-2. 債権譲渡と抗弁の対抗

最二判昭42・10・27民集21巻8号
2161頁〔百選Ⅱ第28事件〕
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権譲渡の対抗ヨウケンについて学習を終えたので，次に，債務者の抗弁の対抗について考察します。■★この問題については，最高裁▲第二小法廷▲昭和42年10月27日判決▲民事判例集▲21巻8号2161頁が重要です。
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最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁
〔百選Ⅱ第29事件〕の争点→条文と判例

 事実関係

1. 本件債権は，Yの建築工
事完成（6月末予定）後に

支払われるべき①請負
報酬債権。

2. 6月15日，Aが①債権を
事情を知っているXに譲
渡。

3. Yが異議を留めずに承諾。

4. 9月25日，Yは請負契約
を解除。

 争点

 Yは，④解除の抗弁を

もって，①債権の譲受人
Xに対抗できるか?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最高裁昭和42年判決の事実関係は，以下の通りです。■★本件の債権は，Yの建築工事完成（6月末予定）の後に支払われるべき請負報酬債権です。■★6月15日，Aが，上記の請負報酬債権を事情を知っているXに譲渡しました。■★これに対して，Yが，異議をとどめずに承諾をしました。■★9月25日，Yは，工事が未完成となったため，請負契約を解除しました。■この事件で争いとなった点は，以下の通りです。■Yが，債権譲渡について，異議をとどめない承諾をしている以上，抗弁は対抗できないのでしょうか?■それとも，Xが未完成であることを知って報酬債権を譲り受けたのですから，Yは，請負契約の解除の抗弁をもって，債権の譲受人Xに対抗できるでしょうか?



4-2. 債権譲渡の対抗要件（6/6）
債権譲渡と抗弁の対抗←事実関係と争点

 第468条（指名債権の譲渡にお
ける債務者の抗弁）

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

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

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

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

 最二判昭42・10・27民集21巻8号
2161頁〔百選Ⅱ第28事件〕

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

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

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

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



4-2. 債権譲渡の債務者の抗弁の改正

現行法

 第468条（指名債権の譲渡における

債務者の抗弁）

①債務者が異議をとどめないで前条の承諾を

したときは，譲渡人に対抗することが できた

事由があっても，これをもって譲受人に対抗す

ることができない。

 この場合において，債務者がその債務を消滅

させるために譲渡人に払い渡したものがある

ときはこれを取り戻し，譲渡人に対して負担し

た債務があるときはこれを成立しないものと

みなすことができる。

②譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるとき

は，債務者は，その通知を受けるまでに譲渡

人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗

することができる。

改正案

 第468条（債権の譲渡における債務

者の抗弁）

①債務者は，対抗要件具備時までに譲渡人

に対して生じた事由をもって譲受人に対抗す

ることができる。

②第466条第4項の場合における前項の規定

の適用については，同項中「対抗要件具備

時」とあるのは，「第466条第4項の相当の期

間を経過した時」とし，第466条の3の場合にお

ける同項の規定の適用については，同項中

「対抗要件具備時」とあるのは，「第466条の3
の規定により同条の譲受人から供託の請求

を受けた時」とする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権譲渡がなされた場合の債務者の抗弁については，★先に述べたように，債務者の保護が強化され，異議をとどめないでする承諾についての規定が削除されました。■このような債務者保護がなされたのですから,債権譲渡禁止特約の役割は終わったというべきでしょう。★それにもかかわらず，債権譲渡禁止特約の規定を残し,その点についての規定を468条2項で，改正案の矛盾点をフォローしているのは，真に不可解です。



定期試験仮想問題10題（3/10） →Q ToC

 債権譲渡がなされた場合の債務者の抗弁について，以下の
問いに答えなさい。

1. ①Yは，建設会社A（請負人）と店舗兼住宅の建築請負契約を締結し
た。②Aは，建築途中で建築請負代金債権をAの債権者Xに譲渡した
が，その後，建築工事を中断・放置した。そのため，③注文者Yは，
債務不履行を理由に，本件請負契約を解除した。④Xは，Yに対して，
譲り受けた請負代金の支払いを求めて訴えを提起した。この場合，Y
は，債権譲渡後の解除を理由に，支払いを拒絶することができるか
（民法判例百選Ⅱ第29事件参照）。

2. 上記の事件において，Aが建築を完了したが，欠陥住宅のため，Yは，
Aに対して，建築請負代金と相当額の損害賠償債権を有していたと
する。この場合，Yは相殺の抗弁をもって，Xの請負代金支払い請求
を拒絶できるか。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第3問は，以下のとおりです。■★債権譲渡がなされた場合の債務者の抗弁について，以下の問いに答えなさい。■★問1■①Yは，建設会社A（請負人）と店舗兼住宅の建築請負契約を締結した。②Aは，建築途中で建築請負代金債権をAの債権者Xに譲渡したが，その後，建築工事を中断・放置した。そのため，③注文者Yは，債務不履行を理由に，本件請負契約を解除した。④Xは，Yに対して，譲り受けた請負代金の支払いを求めて訴えを提起した。この場合，Yは，債権譲渡後の解除を理由に，支払いを拒絶することができるか（民法判例百選Ⅱ第29事件参照）。■★問2■上記の事件において，Aが建築を完了したが，欠陥住宅のため，Yは，Aに対して，建築請負代金と相当額の損害賠償債権を有していたとする。この場合，Yは相殺の抗弁をもって，Xの請負代金支払い請求を拒絶できるか。



4-3. 将来債権の譲渡

将来債権の譲渡か? それとも，

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



4-3. 集合債権（将来債権を含む）譲渡

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

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

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

5年（民法465条の3第1項（根保証））

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

10年（対抗要件に関する民法特例法8条3項2号）などの制約

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



4-3. 最判昭53・12・15判時916号25頁
（診療報酬債権）
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リース料 租税債権

集合
債権

（診療
報酬
債権）

集合
債権

（診療
報酬
債権）

医師 国リース会社

社会保険
診療報酬
支払基金

①将来
債権譲渡

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



4-3. 最一判平13・11・22民集55巻6号1056頁
（診療報酬債権）
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将来債権 租税債権

集合
債権

集合
債権

債務者B
連帯

保証人A

国
Y

債権者
X

第三債務者

C

集合債権
譲渡担保

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



債権総論2

第5回 債務者間で行われる
債権譲渡

1．第三者のためにする契約とは?
2．債権者の交替による更改とは?
3. 債務者間で行われる債権譲渡とは?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権譲渡は，通常は，債権者同士である債権譲渡人と債権譲受け人との間でなされます。■この場合，債務者は蚊帳の外に置かれるために，債務者を保護するため，債権譲渡の対抗ヨウケンとして，債務者への通知又は，債務者の承諾が必要とされているのです。■しかし，債権譲渡には，もう一つの方法があります。それが，債務者間で行われる債権譲渡です。■★債務者間で行われる債権譲渡は，第三者のためにする契約を利用しますので，第１に，第三者のためにする契約とは何かについて考察します。■★第2に，通常の債権譲渡と第三者のためにする契約を利用する債権譲渡との違いを明らかにするために，「債権者の交代による更改」（民法515条）との関係について触れておきます。■★第3に，債務者間で行われる債権譲渡，すなわち，債権者（A）の債務者（B）が，第三債務者（C）に対して有している債権を，第三者のためにする契約を利用して，債権者（A）に譲渡する方法と，その対抗ヨウケンについて，検討します。



第三者のためにする契約の
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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　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）
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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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　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。
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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」による
債権譲渡（債務者対抗要件は不要）
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対価
関係

抗
弁

第三者
のため
にする
契約

（公正
証書）

債
権

債
権

旧債権者
（要約者）

債務者
（諾約シャ）

新債権者
（受益者）

既成法典は更改の場合に於ても亦，債権の譲渡の場合と等しく，債務者への通知
又は其承諾を必要とせり是れ非なり。…更改の場合にありては，債務者も亦契約の当
事者なるを以て，決して斯の如き手続を必要とせざるなり（民法修正案理由書）。

第515条（債権者の
交替による更改）

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

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



債権者の交代による更改の再評価
－「第三者のためにする契約」の活用－

 民法第515条（債権者の交替による更改）

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

 民法515条の立法理由

本条は既成法典財産編第500条に左の二の修正を加へたるものなり。

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

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

 旧民法財産編 第500条

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

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



債権総論2

第6回 債務引受

 6-1. 現行民法における債務引受の不在

 6-2. 第三者のためにする契約による債務引
受

 6-3. 債権者と新債務者間での債務引受

 6-4. 債権法改正による債務引受の新設
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6-1. 現行民法における債務引受の不在

1. 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?

2. 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?

3. 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?

4. 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。

5. 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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　債務引受けについては，つぎの五つの点が問題となります。■★第1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でしょうか?■★第2に，旧民法には，債務引受の規定があったのですが，民法の立法者は，この規定を十分に理解していたのでしょうか?■★第3に，現行民法には，債務引受の規定がないため，わが国の学説，および，判例は，ドイツ民法の債務引受の規定を参照していますが，ドイツ民法の規定と，旧民法の債務引受の規定はどこが違うのでしょうか?■★第4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でしょうか。■★第5に，判決を下す場合に，まさか，ドイツの条文を適用するわけにはいかないので，裁判官はわが国の民法を適用せざるを得ないのですが，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のでしょうか?■★以上の5点を踏まえた上で，最後に，民法（債権関係）改正案は，債務引受けについて，どのような改正をしようとしているのでしょうか。■以上の点について，逐次，検討することにしましょう。



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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★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，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，債務者は，債権者に対して，同時履行等の抗弁も持っているとしましょう。■★債務者が第三債務者等にこの債務を肩代わりして弁済してほしいと思い，■債務者と第三債務者であることが多いのですが，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」をしたとします。■この場合，債務者（B）を要約者，Cを諾約シャ，債権者（A）を受益者といいます。★これについて，債権者（A）が諾約シャ（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，諾約シャ（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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　わが国の民法には，債務引受について，明文の規定がないのですが，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，裁判者は，ドイツ民法によって事件解決するわけにはいかないので，条文上の手がかりが求められることになります。■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因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。
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　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，「第三者のための契約」においては，受益者は，諾約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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　現行民法には，確かに，債務引受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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★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。■現行民法の立法者は，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。■★立法者は，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，現行民法の立法者のレベルを超えることになります。■面白いので，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
シャ)

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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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〔リンタルバンション・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，現行民法の立法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（l'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（リンテルバンション）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。



6-2. 現行民法の解釈としての

債務引受

1. 債権者と新債務者間の契約

 民法514条の類推解釈（通常の債務引受）

2. 債務者と新債務者間の契約

 民法537条以下の第三者のためにする契約
による構成（いわゆる指図）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現行法の解釈として，債務引受を認める場合の理論構成としては，以下の二つが考えられます。★第1は，債権者と新債務者間の契約による場合です。■★これは，民法514条の類推解釈によって実現できます。（これが，通常の債務引受です。）★第2は，債務者と新債務者間の契約による場合です。■★これは，民法537条以下の第三者のためにする契約による構成によって実現できます（これは，いわゆる指図による債務引受です。）



債務引受の二つの方法
現行民法の解釈
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通常の債務引受 第三者のためにする契約（指図）
対価関係

補
償
関
係

対価関係

指
図

補
償
関
係

新債務者

(諾約
シャ)

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)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債務引受を現行法において実現する二つの方法について，図によって理解を深めましょう。■★第1は，債権者と新債務者との間で締結される，債務引受契約による方法です。■★第2は，債務者と新債務者との間でなされる第三者のためにする契約による方法です。■



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
　現行法に債務引受の明文の規定がないため，現行法の解釈として，学説・判例は，ドイツ民法を参考にして，解釈論を組み立てています。★しかし，旧民法には，債務引受の規定があり，その一部が民法514条に残されています。■★民法514条の基礎となった旧民法▲財産編▲第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のですから，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すことになります。■★民法537条（第三者のためにする契約）は，要約者である債務者と第三債務者であることが多い，諾約シャとの間で，諾約シャが要約者の債務を引き受けるという「第三者のためにする契約」と締結すると，債権者は，諾約シャに対して直接に債務の履行を求めることができます。■★この場合，債権者が受益の意思表示をしたときに，債務が債務者から新債務者へと移転します。



6-3. 民法（債権関係）改正案の債務引受

債務引受の分類

並存的債務引受

改正案470条～471条
結局，連帯債務の成立要件を増やしたに過ぎない。

免責的債務引受

改正案472条～472条の4
本来的な債務引受

契約形態として，債権者と新債務者との間の契約だけでなく，

債務者と引受人との契約（結局は，第三者のためにする契約を
認めた点に特色がある。）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　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，債務引受に関する規定を新設しています。■★改正案は，債務引受を以下の二つに分類しています。■★第1は，並存的債務引受であり，★改正案第470条から471条に規定されています。■★並存的債務引受によっては，債務者と新債務者とは，連帯債務を負担することになるので，これらの規定は，連帯債務の成立要件を増やしたものに過ぎません。■第2は，免責的債務引受であり，★改正案472条～472条の4に規定されています。これは，債務の移転であって，本当の意味での債務引受といえるでしょう。■★契約形態として，債権者と新債務者との間の契約だけでなく，★債務者と新債務者との間の契約をも認めています。したがって，第三者のためにする契約を利用した現行法の解釈がこれらの規定によって，公式に認められたことになります。



並存的債務引受（1/2）

改正案第470条（併存的債務引受の要件及び効果）

①併存的債務引受の引受人は，債務者と連帯して，債務者
が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負
担する。

②併存的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約に
よってすることができる。

③併存的債務引受は，債務者と引受人となる者との契約に
よってもすることができる。この場合において，併存的債務
引受は，債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に，
その効力を生ずる。

④前項の規定によってする併存的債務引受は，第三者の
ためにする契約に関する規定に従う。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案第470条（併存的債務引受の要件及び効果）を読んでみましょう。■この規定は，連帯債務の成立要件として，従来どおりの債権者と債務者との間の契約だけでなく，債務者と新債務者との間の契約，すなわち，第三者のためにする契約によることを認める規定となっています。■★改正案470条▲第1項■併存的債務引受の引受人は，債務者と連帯して，債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。★改正案470条▲第2項■併存的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。★改正案470条▲第3項■併存的債務引受は，債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。■この場合において，併存的債務引受は，債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に，その効力を生ずる。■★改正案470条▲第4項■ゼン項の規定によってする併存的債務引受は，第三者のためにする契約に関する規定に従う。



並存的債務引受（2/2）

改正案第471条（併存的債務引受における引
受人の抗弁等）

①引受人は，併存的債務引受により負担した自己
の債務について，その効力が生じた時に債務者が
主張することができた抗弁をもって債権者に対抗す
ることができる。

②債務者が債権者に対して取消権又は解除権を
有するときは，引受人は，これらの権利の行使に
よって債務者がその債務を免れるべき限度におい
て，債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案第471条（併存的債務引受における引受人の抗弁等）を見てみましょう。■★改正案第471条▲第1項■引受人は，併存的債務引受により負担した自己の債務について，その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。■連帯債務における一人の債務者の有する抗弁について絶対的効力を認めた規定です。■連帯債務において，一人の連帯債務者の有する抗弁の絶対的効力を制限し，現行民法437条（免除の抗弁の絶対効），439条（消滅時効の抗弁の絶対効）を削除するという今回の改正案の方針と矛盾しています。これらの現行法の規定は，削除するのではなく，保持すべきでしょう。■★改正案第471条▲第2項■債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは，引受人は，これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において，債権者に対して債務の履行を拒むことができる。■これは，一人の債務者が有する解除の抗弁の絶対効を認めた規定です。■並存的債務引受について，第三者のためにする契約によることを認め，民法539条を準用することとしている当然の結果といえるでしょう。



免責的債務引受（1/4）

改正案第472条（免責的債務引受の要件及び効
果）
①免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対し
て負担する債務と同一の内容の債務を負担し，債務者
は自己の債務を免れる。

②免責的債務引受は，債権者と引受人となる者との契
約によってすることができる。この場合において，免責
的債務引受は，債権者が債務者に対してその契約をし
た旨を通知した時に，その効力を生ずる。

③免責的債務引受は，債務者と引受人となる者が契
約をし，債権者が引受人となる者に対して承諾をするこ
とによってもすることができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
民法（債権関係）改正案では，免責的債務引受の規定は，4か条にわたっています。1条ずつ，読んでいくことにしましょう。★改正案▲第472条（免責的債務引受の要件及び効果）は，以下のように規定しています。■★改正案▲第472条▲第1項■免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し，債務者は自己の債務を免れる。■★改正案▲第472条▲第2項■免責的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において，免責的債務引受は，債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に，その効力を生ずる。■従来の債務引受においては，第2項の方法によるのが原則とされていました。改正案も，この考え方を引き継いでいます。★改正案▲第472条▲第3項■免責的債務引受は，債務者と引受人となる者が契約をし，債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。■第3項は，第三者のためにする契約による免責的債務引受を認めています。



免責的債務引受（2/4）

第473条の5〔法案では第472条の2〕（免責的債
務引受における引受人の抗弁等）

①引受人は，免責的債務引受により負担した自己の
債務について，その効力が生じた時に債務者が主張す
ることができた抗弁をもって債権者に対抗することがで
きる。

②債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有す
るときは，引受人は，免責的債務引受がなければこれ
らの権利の行使によって債務者がその債務を免れるこ
とができた限度において，債権者に対して債務の履行
を拒むことができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案▲第472条の2（免責的債務引受における引受人の抗弁等）を読んでみましょう。■★改正案▲第472条の2▲第1項■引受人は，免責的債務引受により負担した自己の債務について，その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。★改正案▲第472条の2▲第1項■債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは，引受人は，免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において，債権者に対して債務の履行を拒むことができる。■免責的債務引受について，第三者のためにする契約によることが認められたことによる，必然的な結果です。



免責的債務引受（3/4）

第473条の6〔法案では第472条の3〕（免責的
債務引受における引受人の求償権）

免責的債務引受の引受人は，債務者に対して求
償権を取得しない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改正案▲第472条の3（免責的債務引受における引受人の求償権）は，以下のように規定しています。■★免責的債務引受の引受人は，債務者に対して求償権を取得しない。■並存的債務引受の場合には，連帯債務の規定が準用されるので，引受人は当然に求償権を取得します。■それに対して，免責的債務引受の場合には，引受人は，債務者に対して求償権を取得しないとされています。■その理由は，債務者と引受人との間には，補償関係があり，引受人が債権者に債務の履行をすると，その補償関係が消滅するため，求償権を取得しないと規定されたのです。■しかし，そのことは，求償権と補償関係とがソウサイによって消滅すると考えることもできますので，結果は同じであっても，求償権を取得しないとする立法の仕方には，問題があると思われます。■この改正案は，むしろ，「免責的債務引受の引受人が債権者に対して債務を履行した場合，引受人と債務者との関係は，その契約関係にしたがって清算が行われる」と規定すべきであったと，私は考えています。



免責的債務引受（4/4）

 改正案第472条の4（免責的債務引受による担保の移転）
①債権者は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務

の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移す
ことができる。ただし，引受人以外の者がこれを設定した場合に
は，その承諾を得なければならない。

②前項の規定による担保権の移転は，あらかじめ又は同時に引
受人に対してする意思表示によってしなければならない。
③前二項の規定は，第472条第1項の規定により債務者が免れ

る債務の保証をした者があるときについて準用する。
④前項の場合において，同項において準用する第1項の承諾は，

書面でしなければ，その効力を生じない。

⑤前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされた
ときは，その承諾は，書面によってされたものとみなして，同項の
規定を適用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
免責的債務引受の改正案の最後の条文を読んでみましょう。★改正案第472条の4（免責的債務引受による担保の移転）は以下のように規定しています。■★改正案第472条の4▲第1項■債権者は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし，引受人以外の者がこれを設定した場合には，その承諾を得なければならない。■この規定は，ゼン条の規定が，引受人の求償権を否定したために必要となった規定です。もしも，ゼン条で求償権の存在を認めている場合には，このような規定を設ける必要は生じません。■★改正案第472条の4▲第2項■ゼン項の規定による担保権の移転は，あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。■★改正案第472条の4▲第3項■ゼン二項の規定は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。■★改正案第472条の4▲第4項■ゼン項の場合において，同項において準用する第1項の承諾は，書面でしなければ，その効力を生じない。■★改正案第472条の4▲第5項■ゼン項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは，その承諾は，書面によってされたものとみなして，同項の規定を適用する。■



定期試験仮想問題10題（4/10） →Q ToC

 債務引受について，以下の問いに答えなさい。

1. ドイツ民法には存在する債務引受の定義規定が，わが国に存在しな
い理由は何か。

2. 現行民法514条（債務者の交替による更改）の立法の際に，旧民法

に存在した免責的債務引受（完全指図，債務免脱による更改），およ
び，並存的（重畳的）債務引受（不完全更改としての不完全指図，単
純保証）の諸規定が削除されたのはなぜか。

3. 判例は，並存的債務引受がなされた場合，原債務者と引受人との間
に連帯債務関係が生じると解している（民法判例百選Ⅱ第33事件参
照）。この見解に対しては,不真正連帯債務であるとか，連帯保証で

あるとかという説が存在する。これについて検討し，自らの見解を述
べなさい。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第４問は，以下のとおりです。■★債務引受について，以下の問いに答えなさい。■★問1■ドイツ民法には存在する債務引受の定義規定が，わが国に存在しない理由は何か。■★問2■現行民法514条（債務者の交替による更改）の立法の際に，旧民法に存在した免責的債務引受（完全指図，債務免脱による更改），および，並存的（重畳的）債務引受（不完全更改としての不完全指図，単純保証）の諸規定が削除されたのはなぜか。■★問3■判例は，並存的債務引受がなされた場合，原債務者と引受人との間に連帯債務関係が生じると解している（民法判例百選Ⅱ第33事件参照）。この見解に対しては,不真正連帯債務であるとか，連帯保証であるとかという説が存在する。これについて検討し，自らの見解を述べなさい。



契約上の地位の譲渡

債権譲渡と債務引受の組み合わせ

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）
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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

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。■



契約上の地位の移転
（民法（債権関係）改正案）

第539条の2〔契約上の地位の移転〕

契約の当事者の一方が第三者との間で契
約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合
において，

その契約の相手方がその譲渡を承諾したと
きは，

契約上の地位は，その第三者に移転する。
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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（債権関係）改正案▲第539条の2（契約上の地位の移転）は，契約上の地位の移転に関して,以下の規定を新設しています。★第539条の2〔契約上の地位の移転〕■★契約の当事者の一方（たとえば,　賃貸人）が第三者（たとえば，新賃貸人）との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において，■★その契約の相手方（たとえば，賃借人）がその譲渡を承諾したときは，■★契約上の地位は，その第三者（すなわち，新賃貸人）に移転する。■契約上の地位の移転の規定が，「第三者のためにする契約」の最後の条文として新設されたことは，大きな意味を有すると思われます。■なお，賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の移転に関しては，民法605条の2（不動産の賃貸人たる地位の移転），および，605条の3（合意による不動産の賃貸人たる地位の移転）に，特別の規定が用意されています。



定期試験仮想問題10題（5/10） →Q ToC

契約上の地位の譲渡に関する以下の問いに答えな
さい。

1. 契約上の地位の譲渡（移転）とは何か。

2. 判例百選Ⅱ第34事件の解説で取り上げられている最二
判昭46・4・23民集25巻3号388頁をよく読んで，賃貸借契

約の地位の譲渡に際して，「賃借人の承諾を必要とせ
ず」，旧所有者（旧賃貸人）と新所有者（新賃貸人）との間
だけで，契約の地位の譲渡ができるのはなぜなのか，こ
の場合の法律関係を図示しつつ，賃借人抜きに契約上
の地位の譲渡が可能な理由を簡潔に述べなさい。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第5問は，以下のとおりです。★問1■契約上の地位の譲渡とは何か。■★問2■判例百選Ⅱ第34事件の解説で取り上げられている最二判昭46・4・23民集25巻3号388頁をよく読んで，■賃貸借契約の地位の譲渡に際して，「賃借人の承諾を必要とせず」，旧所有者（旧賃貸人）と新所有者（新賃貸人）との間だけで，契約の地位の譲渡ができるのはなぜなのか，■この場合の法律関係を図示しつつ，賃借人抜きに契約上の地位の譲渡が可能な理由を簡潔に述べなさい。



債権総論2

第7回 振込みと組戻し

1. 大審院昭和9年判決は，振込契約をどのような契約と述
べているか?

2. 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?

3. 学説は，振込契約をどのような契約と考えているのか?
4. 振込契約を，民法の条文だけで構成することは可能か?
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　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，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3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4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

振込
委託
（債権
譲渡）

対価関係

預
金
債
権

振込金支払委託
（債務引受）

受益者
（振込受取人）

要約者
（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
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　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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　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
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　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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★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。■



振込みに関する民法改正案

民法改正案 第477条（預金又は貯金の口座
に対する払込みによる弁済）

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みに
よってする弁済は，

債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者
に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求す
る権利を取得した時に，

その効力を生ずる。
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民法（債権関係）改正案は，振込みに関して，1か条のみを新設しています。■★民法改正案 第477条（預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済）は，以下のように規定しています。■★債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は，■★債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に，■★その効力を生ずる。■ところで，この規定の用語が，「振込み」ではなく，「払込み」とされている理由は，銀行預金と郵便預金とで，「振込み」と「振替え」の用語法が混乱しているため，この用語法の混乱を避けるために，「振込み」と「振替え」の両者を含むものとして「払込み」という用語が用いられたに過ぎません。■この新設規定は，振込みによる決済が，本旨弁済なのか，代物弁済なのかの判断を回避し，解釈にゆだねていますが，この規定によって，振込みによる弁済が合意されたときには，振込みは代物弁済ではなく，本旨弁済であると考えるべきだと思われます。■また，弁済の時期がいつかについても，実は,新設規定は，明確ではありません。■そこで，支払指図が被仕向銀行に到達した時点であるとする説（文理解釈説）と，信頼できる第三者（金融機関）による「振込み」を，同じく信頼できる第三者（国）による決済手段としての「供託」と同様に考え，供託の場合（民法494条）と同じく，仕向銀行に振込指図がなされた時点で弁済がなされたものと考えるという説（供託類推説）とが対立しています。



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. 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
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　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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　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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　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
債
権

支払
委託

Xの
債権者

諾約者
D銀行
丙支店

対価関係 誤振込
受取人

C

諾約者
A銀行
乙支店

Cの

債権者
Y

組戻
引受

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

組
戻
委
託

債務者

振込指
図人X

要約者
A銀行
甲支店

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 143

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。■



定期試験仮想問題10題（6/10） →Q ToC

銀行振込みについて，以下の問いに答えなさ
い。
1. 民法判例百選Ⅱ第72事件をよく読んで，銀行振

り込み契約の法的性質を簡単に説明しなさい。

2. 銀行振り込みにおける預金債権の平行移動をど
のように法律構成することができるか，自らの見
解を述べなさい。

3. 誤振込の場合に，誤振込による預金債権は成立
するか，預金者は，預金債権をどのようにして取
り戻すことができるか。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第6問は，以下のとおりです。■★銀行振込みについて，以下の問いに答えなさい。■★問1■民法判例百選Ⅱ第72事件をよく読んで，銀行振り込み契約の法的性質を簡単に説明しなさい。■★問2■銀行振り込みにおける預金債権の平行移動をどのように法律構成することができるか，自らの見解を述べなさい。■★問3■誤振込の場合に，誤振込による預金債権は成立するか，預金者は，預金債権をどのようにして取り戻すことができるか。



債権総論2

第8回 弁済の要件

 8-1. 弁済と履行との異同

 8-2. 弁済の法的性質

 8-3. 弁済の主体

 8-4. 弁済の相手方（弁済受領権者，表
見受領権者）
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8-1. 弁済と履行の意味

 弁済と履行との関係

日常用語では，「弁済」という用語は「金銭の支払」の意味でしか使わない
が，法律用語としては，「弁済」と「履行」とは同義である。

たとえば，金銭の支払い（引渡）の場合とは異なり，「物の引渡」の場合には，
通常は，債務の「履行」という用語を用いるが，厳密な法律用語としては，債
務の「弁済」ということができる。

 弁済と履行の用語法の区別

現行民法の用語法としても，「債務」という言葉の後には，「債務の弁済」（民
法359条）とか，「債務の履行」（民法108条）とか，「弁済」も「履行」もどちらも
同じように使われている。

これに対して，「債権」という用語の後には，「債権の弁済を受ける」（295条），
「債権の弁済に充当する」（295条），「債権の弁済期（366条）」というように，
「履行」ではなく，必ず，「弁済」という用語が使われている。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★弁済について検討するに際して，最初に，「弁済と履行との関係」について触れておきます。■★日常用語では，「弁済」という用語は「金銭の支払」の意味でしか使いませんが，法律用語としては，「弁済」と「履行」とは同義です。■★たとえば，金銭の支払い（引渡し）の場合とは異なり，「物の引渡し」の場合には，通常は，債務の「履行」という用語を用いますが，厳密な法律用語としては，これも，債務の「弁済」ということができます。■★それでは，民法は，条文上では，弁済と履行の用語法をどのように区別しているのでしょうか?■★民法の用語法としても，「債務」という用語の後には，「債務の弁済」（民法359条）とか，「債務の履行」（民法108条）とかの例があるように，「弁済」も「履行」もどちらも同じように使われています。■★これに対して，「債権」という用語の後には，「債権の弁済を受ける」（295条），「債権の弁済に充当する」（295条），「債権の弁済期（366条）」というように，「履行」ではなく，必ず，「弁済」という用語が使われています。■つまり，理論的には，「弁済」と「履行」とは，全く同じ意味なのですが，■民法の条文の用語法としては，■債権という言葉の後には，「債権の弁済を受ける」，「債権の弁済期」というように，必ず，弁済という用語だけが使われ，履行という用語は，決して使われていません。■民法の雑学として，知っておくと，便利でしょう。



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置

債
権
の
消
滅
原
因

法
律
行
為

契約
③更改

代物弁済 供託 （①弁済に含まれる）

単
独

行
為

債権者の
単独行為

④免除

債務者の
単独行為

②相殺 消滅時効の援用

いわゆる
準法律行為

①
弁
済

法律行為
契約 債権譲渡 債務引受

単独行為 法人設立 現金支払

事実行為 競業避止，労務に服すること

事件
⑤混同

責めに帰すべきでない履行不能，時効消滅
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済は，債権の消滅原因の最初に位置づけられています。■債務者が弁済すると債権が消滅するというのは，分かりやすいのですが，■弁済の法的性質が何なのか，については，学説が混乱しており，整理をしておく必要があります。★そこで，債権の消滅原因の全てを取り上げて，法律行為，事件，それ以外の準法律行為に分けて表にまとめてみることにしました。■債権の消滅原因のうち，意思表示に関連するものとしては，法律行為としての契約および単独行為，ならびに，準法律行為があり，意思表示に関連しないものとしては，事件があります。■債権の消滅原因のうち，第1に契約に分類されるものとしては，③更改があります。■そのほかに，弁済に近い契約として，ダイブツ弁済，供託（第三者のためにする契約）があります。■債権の消滅原因のうち，第2に，単独行為に分類されるものとしては，債権者による単独行為として，④免除があり，債務者の単独行為として②ソウサイと消滅時効の援用とがあります。■債権の消滅原因のうち，事件に分類されるものとしては，⑤混同，不可抗力による履行不能，時効消滅があります。■肝心の①弁済は，必ずしも意思を必要としないため，準法律行為として分類されています。■しかし，弁済の内容を考慮して，再分類してみると，■弁済のうち，契約に再分類されるものとしては，預金債権における債権譲渡，債務引受があげられます。■弁済のうち，単独行為として再分類されるものとしては，遺言の執行としての法人の設立，現金支払いがあげられます。■弁済のうち，事実行為として再分類されるものとしては，不作為債務の弁済としての競業避止，労働契約において，使用者の命令に従って労務に服することがあげられます。■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の消滅時効の種類と位置づけについて，復習をしましょう。■まず，2段目です。■弁済と同視されているけれども，契約に分類されている，二つのものは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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⑤混同

責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済と同視される契約としては，ダイブツ弁済と供託の二つがあります。■つぎに，債権の消滅原因のうち，4段目に移ります。■債権の消滅原因のうち，債務者による単独行為として分類されている二つのものは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の消滅原因のうち，債務者による単独行為に該当するのは，ソウサイと消滅時効の援用の二つです。■つぎに，最初の段に移ります。■債権の消滅原因のうち，契約に分類されている唯一のものは，何でしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の消滅原因のうち，契約に分類されている代表例は，更改です。■つぎに，3段目に移ります。■債権の消滅原因のうち，債権者の単独行為として分類されている唯一のものは何でしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の消滅原因のうち，債権者による単独行為に該当する唯一のものは，免除です。■下から2段目に移ります。■債権の消滅原因のうち，意思表示を必要としない事件として，民法が明確に規定しているものは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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？ 責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権の消滅原因のうち，意思表示を必要としない事件として，民法が明確に規定しているものは，混同です。■最後の段に移ります。■民法が債権の消滅原因として明確には分類していませんが，学説によって，債務の消滅原因として挙げられている，事件は何でしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置
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責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法が債権の消滅原因として明確には分類していませんが，学説によって，債務の消滅原因として挙げられている，事件は，不可抗力による履行不能です。時効消滅をあげる学説もあります。■最後に弁済に移ります。■弁済のうち，契約によって弁済を実現するものは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置

債
権
の
消
滅
原
因

法
律
行
為

契約
③更改

代物弁済 供託 （①弁済に含まれる）

単
独

行
為

債権者の
単独行為

④免除

債務者の
単独行為

②相殺 消滅時効の援用

いわゆる
準法律行為

①
弁
済

法律行為
契約 債権譲渡 債務引受

単独行為 ?法人の設立

事実行為 競業避止，労務に服すること

事件
⑤混同

責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済のうち，契約によって弁済を実現するものは，預金債権の債権譲渡と債務引受です。■弁済のうち，単独行為によって弁済を実現するものは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置

債
権
の
消
滅
原
因

法
律
行
為

契約
③更改

代物弁済 供託 （①弁済に含まれる）

単
独

行
為

債権者の
単独行為

④免除

債務者の
単独行為

②相殺 消滅時効の援用

いわゆる
準法律行為

①
弁
済

法律行為
契約 債権譲渡 債務引受

単独行為 法人設立 現金支払

事実行為 ？ 競業避止，労務に服すること

事件
⑤混同

責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済のうち，単独行為によって弁済を実現するものは，例えば，遺言の執行としての法人設立，現金支払いによる弁済です。■弁済のうち，事実行為によって弁済を実現するのは，なんでしょうか?■



8-2. 債権の消滅の中での弁済の位置

債
権
の
消
滅
原
因

法
律
行
為

契約
③更改

代物弁済 供託 （①弁済に含まれる）

単
独

行
為

債権者の
単独行為

④免除

債務者の
単独行為

②相殺 消滅時効の援用

いわゆる
準法律行為

①
弁
済

法律行為
契約 債権譲渡 債務引受

単独行為 法人設立 現金支払

事実行為 競業避止，労務に服すること

事件
⑤混同

責めに帰すべきでない履行不能，消滅時効
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済のうち，事実行為によって弁済を実現するのは，不作為義務としての競業避止，使用者の命令に従って，労務に服することなどがあります。■以上で，債権の消滅原因の全ての種類の中で，弁済をどのように位置づけるべきかを理解することができたと思います。■全体を眺めてみると，債権の消滅原因の構造としての，法律行為，準法律行為，事件の中の，準法律行為に弁済が位置づけられているのですが，■弁済自体も，その内部で，法律行為と事実行為とに分類されているため，■債権の消滅原因の全体の構造が，いわゆる「入れ子」構造となっていることに気づくと思います。■これが，債権の消滅原因と弁済との関係の特色となっています。■



8-3. 弁済の主体

 誰が弁済できるか

当然に弁済をすることが期待されている債務者本人につい
ては民法には規定がない（改正案473条参照）。

民法は，第三者も弁済ができることのみを規定している（民
法474条）。
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債務者 本来の債務者 債務者，保証人（通説）

第三者

利害関係を有する
第三者

保証人

物上保証人

利害関係を有しない
第三者

債務者の友人，親戚

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の「各論」に入ります。■最初は，弁済の主体です。■★つまり，誰が弁済できるか?という問題です。■★当然に弁済をすることが期待されている「債務者」本人については現行民法には規定がありません。■（このため，民法（債権関係）改正案では，第473条によって，債務者が弁済できることを規定することにしています。ただし，その条文には誤りがありますので，次に詳しく説明します）。■★現行民法は，第474条において，「第三者」も弁済ができることのみを規定しています。■★現行民法の解釈として，誰が弁済することができるのかを表にまとめて示すと，以下のようになります。■債務者は，当然に，弁済ができます。ただし，保証人が債務者に入るかどうか？については，争いがあります。通説は，保証人を債務者としています。■しかし，保証人が債務を弁済した場合には，保証人の求償権を確保するために，民法500条以下の弁済による代位の規定が適用されて，債権は保証人へと移転するだけなので，債権は消滅しません。■つまり，保証人による債務の弁済の場合には，例外的に弁済は債権の消滅原因とはいえなくなるという大問題が生じます。■もっとも，例外を極力認めないとする私の考え方（加賀山説）では，保証人は，債務者ではなく，弁済について，正当な利害関係を有する「第三者」として分類しているので，例外は生じません。■なぜなら，正当な利害関係を有する「第三者」による弁済は，債権を消滅させず，民法500条以下によって，弁済による代位という法定の債権移転が生じるのであり，保証人による弁済，物上保証人による弁済，負担部分を超えて弁済する連帯債務者の弁済について，例外なしに説明することが可能になるからです。■これに対して，通説による場合には，債務者の弁済は，原則として債権の消滅をもたらすが，債務者の弁済であっても，保証人の弁済の場合には，全額について債権の消滅をもたらさず，連帯債務者の場合には，負担部分に応じた一定割合において，債権の消滅をもたらさないという，複雑な例外規定を設けて，説明をしなければなりません。■最後に正当な利害関係を有しない第三者，例えば，債権者の友人，親戚などによる弁済については，民法474条2項によって，債務者の意思に反して弁済することはできません。■



8-3. 民法（債権関係）改正案473条
「分かりやすい条文」の真実

 改正案473条（弁済）

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは，その債権は，消滅
する。

←（現行法）第473条（無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限）

前条の規定は，無記名債権について準用する。←【削除】

 一見分かりやすそうな条文だが，内容は不正確

保証債務の場合には，債務を弁済しても，その全額が弁済による代位
（民法500条）によって保証人に移転するため，債権は，全く消滅しない。

連帯債務者が連帯代務を全額弁済したときにも，負担部分を超える範
囲で，弁済による代位（民法500条以下）が生じ，連帯債務者に移転す
るだけで，その範囲で債権は消滅しない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行民法は，弁済の規定を「第三者の弁済」から始めており，債務者の弁済について，規定を置いていません。■その理由は，債務者が弁済をできることは，わかりきったことだからというものです。■しかし，分かりきったことでも，「弁済は債務者がすることができるだけでなく，第三者もすることができる」と規定することは，民法を分かりやすくするために必要なことだと思われます。■★そこで，民法（債権関係）改正案は第473条（弁済）を新設して，債務者の弁済について，以下のように規定することにしています。■★改正案473条■債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは，その債権は，消滅する。■一見したところ，無難な規定で，問題がないように見えますが，二つの点で，問題を残しています。■第1点は，条文を「第473条の2」とせずに，現行法473条を上書きすることによって削除した点にあります。■★現行法民法の473条を削除する場合に，条文を残した上で，民法473条（無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限）【削除】とすべきでした。■★新設条文の番号を現行条文の番号を流用すると，新設条文かどうか分かりにくくなるからです。■この条文は，新設条文であることを明らかにするためには，改正案「第473条の2」とすべきだったのです。■★第2の問題点は，改正案473条は，一見したところ，わかりやすそうな条文ですが，実は，内容は不正確であり，誤りに陥っています。■★なぜなら，保証債務の場合には，債務を弁済しても，その全額が弁済による代位（民法500条）によって保証人に移転するため，債権は，全く消滅しないからです。■★連帯債務者が連帯代務を全額弁済したときにも，負担部分を超える範囲で，弁済による代位（民法500条以下）が生じ，連帯債務者に移転するだけで，その範囲で債権は消滅しません。■なぜ，このような誤りが生じたのでしょうか。■改正案473条を，「債務者は債権者に対して債務の弁済をすることができる。」までで，とどめておけば，正確で分かりやすい規定になることができたはずです。■改正案の起草者は，それでは，余りに無味乾燥だと思ったのでしょう。さらに一歩を踏み出したところで，誤りに陥ったのです。■正確さと分かりやすさだけを追及していたら，このような誤りに陥ることはなかったのですから，立法は，容易ではないということができます。



8-3. 他人物の引渡による弁済（1/4）
履行不能・解除

 第475条（弁済として引き渡した物の取戻し）

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは，その弁済をした者

は，更に有効な弁済をしなければ，その物を取り戻すことができない。

 他人物売買に関する条文との比較

第560条（他人の権利の売買における売主の義務）

他人の権利を売買の目的【物】としたときは，売主は，その権利を取得して買主に移転する

義務を負う。

第561条（他人の権利の売買における売主の担保責任）

前条の場合において，売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができない

ときは，買主は，契約の解除をすることができる。この場合において，契約の時においてそ

の権利が売主に属しないことを知っていたときは，損害賠償の請求をすることができない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第475条（弁済として引き渡した物の取戻し）は，以下のように規定しています。■★弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは，その弁済をした者は，更に有効な弁済をしなければ，その物を取り戻すことができない。■この規定が想定しているのは，タニンブツ売買がその典型例です。■例えば，売主が他人物の所有権を取得できなかったために，売主，または，他人物の所有者が，その物の返還を請求した場合に，他人物で弁済した者，弁済を受けた者との関係を明らかにするとともに，追奪権を有する他人物の所有者との関係をも明らかにするのが民法475条です。■★タニンブツ売買に関する条文と比較してみましょう。■★第560条（他人の権利の売買における売主の義務）は，以下のように規定しています。■★他人の権利を売買の目的としたときは，売主は，その権利を取得して買主に移転する義務を負う。■その結果については，つぎの★第561条（他人の権利の売買における売主の担保責任）が以下のように規定しています。■★前条の場合において，売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは，買主は，契約の解除をすることができる。この場合において，契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは，損害賠償の請求をすることができない。■今，問題としている民法475条に戻って考えると，タニンブツ売買が有効な弁済とならない場合というのは，タニンブツ売買の売主が民法560条の義務を果たせない場合というのが典型例であり，その場合には，弁済受領者である買主は，民法561条によって契約を解除することになります。■その場合，弁済者には，解除に基づいて，目的物の返還を求める請求権が発生し，反対に，弁済受領者には，民法475条に基づいて，さらに有効な弁済を求める請求権が生じます。■問題が複雑になるのは，タニンブツ売買の真の所有者が，買主に対して物権的請求権に基づく返還請求権を行使した場合です。■つぎに，その問題について，詳しく検討することにしましょう。



8-3. 他人物の引渡による弁済（2/4）
解除と同時履行の抗弁

 他人物による弁済が効力を生じない場合の二者関係

弁済者が他人物の権利を弁済受領者に移転することができない場合には，契約は解除さ
れる。

その場合，弁済受領者は，民法475条によって，更に有効な弁済を求めるのに対して，

弁済者は解除にともなう原状回復として，民法545条によって目的物の返還を求める。

この場合，民法546条の類推によって，有効な弁済請求と目的物の返還請求は，同時履
行の関係に立つため，問題が解決される。

 真の所有者が物権に基づいて返還請求をしてきた場合の三者関係

しかし，他人物の所有者が，所有権に基づいて，目的物の返還を求めてきた場合には，
同時履行の抗弁権では，所有者に対抗できない。

弁済者からの返還請求に対しても，また，所有者からの返還請求に対しても，更に有効な
弁済を受けるまでは返還請求に応じないとすることができるのは，民法295条の留置権だ
けである。

 民法475条の意味

民法475条の意味は，弁済受領者に対して，留置権の抗弁を与えていることである。
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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475条（弁済として引き渡した物の取戻し）の続きです。■★第1に，他人物による弁済が効力を生じない場合の　弁済者と弁済受領者との二者間の関係について検討します。■★弁済者が他人物の権利を弁済受領者に移転することができない場合には，民法561条等によって，契約は解除されることになります。■★その場合，一方で，弁済受領者は，民法475条によって，更に有効な弁済を求めることができるのに対して，■★他方で，弁済者は，解除にともなう原状回復として，民法545条によって目的物の返還を求めることができます。■★この場合，両者の権利が衝突しますが，民法546条の類推によって，有効な弁済請求と目的物の返還請求は，同時履行（民法533条）の関係に立つため，引き換え給付によって問題が解決されます。■★これに対して，第2に，真の所有者が，物権に基づいて返還請求をしてきた場合の三者関係，すなわち，■★他人物の所有者が，所有権に基づいて，目的物の返還を求めてきた場合には，同時履行の抗弁権（民法533条）では，所有者に対抗できないため，問題の解決が困難になります。■★弁済者からの返還請求に対しても，また，所有者からの返還請求に対しても，更に有効な弁済を受けるまでは返還請求に応じないとすることができるのは，民法295条のリュウチ権だけです。■★このように考えると，民法475条の存在意義が，理解できるようになります。■★つまり，民法475条の意味は，弁済受領者に対して，リュウチ権の抗弁を与えていることであることが分かります。■現行民法においては，リュウチ権は，民法295条～302条までに，まとめて規定されることになったのですが，実は，このように，その他の箇所においても，リュウチ権を認める条文が存在するのです。■リュウチ権が民法295条～302条以外にも規定されている例として，盗品又は遺失物の回復に関する民法194条があります。この規定も，リュウチ権を認めた規定だとされていますので，復習をしておきましょう。



8-3. 他人物の引渡による弁済（3/4）
物の返還請求に対する留置権の抗弁

 民法475条の立法理由
民法475条は，弁済には，原則として，目的物に関して処分権限が必要

であることを前提している（旧民法財産編455条2項，3項参照）。

その上で，処分権限のある者から物の引渡しを受けるまでは，債権者
には，最初に引き渡された物を留置する権利が与えられている[民法修
正案理由書（1896）]。
民法476条は，制限行為能力者による法律行為に基づいて物が引き渡

された後に，その法律行為が取り消された場合に は，有効な弁済を受

けるまでは，債権者には，最初に引き渡された物を留置する権利が与
えられている[民法修正案理由書（1896）]。
つまり，これらの場合，民法295条以下の一連の条文以外に，債権者に

留置権を与えてその保 護を図っていると考えることができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法475条の意味について，現在の学説は，リュウチ権との関係について，ほとんど触れていません。★しかし，現民法の立法理由書を読んでみると，リュウチ権を認めた規定であることが分かります。■★民法475条は，弁済には，原則として，目的物に関して処分権限が必要であることを前提しています（旧民法財産編455条2項，3項参照）。■★その上で，処分権限のある者から物の引渡しを受けるまでは，債権者には，最初に引き渡された物を留置する権利が与えられているのです。■★民法476条についても，制限行為能力者による法律行為に基づいて物が引き渡された後に，その法律行為が取り消された場合に は，有効な弁済を受けるまでは，債権者には，最初に引き渡された物を留置する権利が与えられているのです。■★つまり，これらの場合，現行民法の立法者は，民法295条以下の一連の条文以外に，債権者にリュウチ権を与えてその保護を図っていることが分かります。



8-3. 他人物の引渡による弁済（4/4）
まとめの図解
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有効な弁済請求

弁済目的物返還請求

同時履行の抗弁弁済受領者 弁済者

真の所有者

他
人
物

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
民法475条（弁済として引き渡した物の取戻し）の意味について，図解によって復習することにします。★弁済者が，★弁済受領者に対して，★他人物でもって，★ダイブツ弁済をした場合を考えます。■弁済者が，所有者の承諾を得ることができず，所有権を弁済受領者に移転することができなかったとしましょう。■その場合，弁済者も，また，弁済受領者も契約を解除することができます。■★その上で，弁済受領者は，さらに有効な弁済をすることを請求できます。■★反対に，弁済者は，目的物を返還するように求めることができます。■★この場合には，民法546条が類推されて，弁済受領者は，更に有効な弁済を受けるまで，目的物の引渡しを拒むことができます。■★しかし，真の所有者が，★所有権に基づいて返還請求を求めてきた場合には，■同時履行の抗弁権では，所有者の返還請求権に対抗できません。■★そこで，現行民法の立法者は，弁済受領者を保護するために，リュウチ権の抗弁を与えて，■「弁済をした者は，更に有効な弁済をしなければ，その物を取り戻すことができない」と規定しているのです。



債権総論2

第9回 弁済の相手方としての
弁済受領権者（債権の準占有者）
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8-4. 弁済の相手方

 誰に弁済すべきか

債権者またはその代理人のように，債務を受領す
る権限があるような概観を呈しているためにその人
に弁済をしたところ，実は，その人に弁済を受領す
る権限はなかったという場合に，弁済の効果はどう
なるのだろうか？

債権の準占有者に対する弁済（民法478条），また
は，受取証書の持参人に対する弁済（民法480条），
および，それらの相互関係が問題となる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 弁済主体のうち，誰が弁済すべきかについて，検討しましたので，■つぎに，■★誰に弁済すべきか，について検討します。■★債権者またはその代理人のように，債務を受領する権限があるような概観を呈しているためにその人に弁済をしたところ，実は，その人に弁済を受領する権限はなかったという場合に，弁済の効果はどうなるのでしょうか?これが，誰に弁済すべきか，という問題の中心課題です。■★債権の準占有者に対する弁済（民法478条），または，受取証書の持参人に対する弁済（民法480条），および，それらの相互関係が問題となります。



8-4. 債権の準占有者に対する
弁済

１．基本事例

２．法理と条文の歴史

３．判例の変遷

４．条文と立証責任との関係

５．まとめ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　誰に弁済すべきか，という問題は，弁済を受ける権利を有する者，すなわち，債権者，債権者の代理人，承継人のように見える人に弁済した場合に，どのような効果が生じるかという問題です。■一見したところ，弁済受領権限を有しているように見える人のことを，債権の準占有者とか，債権のヒョウケン受領権者といいます。■債権の準占有者に対する弁済，又は，ヒョウケン受領権者に対する弁済について，以下の順序で検討します。■★第1に，理解がしやすいように，典型例である基本事例をあげて検討します。■★第2に，債権の準占有者に対する弁済に関する法理と条文の歴史について概観します。■★第3に，判例の変遷を概観します。■★第4に，表見法理に関する様々な条文について，立証責任との関係で，比較・検討を行います。■★以上の検討を踏まえた上で，表見代理とヒョウケン受領権者の弁済の関連について，まとめをします。



8-4. 債権の準占有者に対する弁済
基本事例

設例

毎月25日にA新聞の購読料の集金に来るはずの
集金人Bが，今月に限って24日にやってきた。そこ
で，A社の社印のある領収書を持参していたので, C
は，Bに新聞代を支払った。

翌日の26日に，別の集金人Dがやってきて，A社の
新聞購読料の請求をした。昨日の集金人Bは，先
月クビになったのだとい う。

Cは，再度，Dに新聞購読料を支払わなければなら
ないか。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 167

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債権の準占有者に対する弁済を理解するために，典型的な例をあげます。■★毎月25日にA新聞の購読料の集金に来るはずの集金人Bが，今月に限って24日にやってきたとします。■BがA社の社印のある領収書を持参していたので, Cは，Bに新聞代を支払いました。■★ところが，翌日の26日に，別の集金人Dがやってきて，A社の新聞購読料の請求をしました。■昨日の集金人Bは，先月クビになったのだというのです。■★Cは，再度，Dに新聞購読料を支払わなければならないのでしょうか。■この例題を念頭において，債権の準占有者に対する弁済について，検討することにします。■なお，民法（債権関係）改正案では，この名称を改めて，「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」という見出しにしています。つまり，「債権の準占有者への弁済」を「ヒョウケン弁済受領権者への弁済」と改めています。■債権の準占有という概念は，分かりにくい概念であり，ヒョウケン代理との関係があいまいだったので，「表見弁済受領権者」とする方が，民法総則との整合性がとれて，分かりやすいと思います。



8-4. 権利外観法理
民商法の中で最も重要な法原理のひとつ

権利外観法理の意味

真の権利者が過失で真実と異なる外観を作出した場合，そ
の外観を信頼した第三者を保護するために外観通りの効果
を認める理論。

権利外観法理の要件と効果

第三者が信じた外観どおりの効果が認められるためには，
第1に，真の権利者に帰責事由があり，第2に，第三者が善
意かつ無過失であることが必要である。

権利外観法理の具体例としての条文

心裡留保，虚偽表示，表見代理，準占有者に対する弁済
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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478条（債権の準占有者に対する弁済）の見出しが，改正案によって，「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」と改められるのをよい機会としｔ，民商法の中で最も重要な法原理のひとつである「権利外観法理」について，知識を再確認しておくことにしましょう。■�★権利外観法理の意味は，以下の通りです。■★権利外観法理とは，真の権利者が過失で真実と異なる外観を作出した場合，その外観を信頼した第三者を保護するために外観通りの効果を認める理論のことをいいます。■★権利外観法理のヨウケンと効果は，以下の通りです。■★第三者が信じた外観どおりの効果が認められるためには，第1に，真の権利者にキセキ事由があり，第2に，第三者が善意かつ無過失であることが必要です。■以下のヨウケンが満たされると，取引に入った善意かつ無過失の第三者を保護するために，権限を欠く者がした行為について，概観どおりの効果が与えられます。■★権利外観法理を具体的に実現している条文には，以下のものがあります。■★民法93条の心裡留保，▲94条の虚偽表示，▲109条以下のヒョウケン代理，ここで問題にしている民法478条の準占有者に対する弁済がその典型例です。■民法478条の条文の見出しが，改正案では，「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」と改められることによって，権利外観法理を具体化した条文であることが分かりやすくなります。



8-4. 権利外観法理の3類型

民法93条，109条，480条型（真の権利者立証型）

権利外観通りの効果が生じる。ただし，第三者が悪意また
は過失があることを真の権利者が立証した場合はこの限り
でない。

民法110条，現行478条型（第三者立証責任型）

権利外観通りの効果が生じるためは，第三者は，善意かつ
無過失であることを立証しなければならない。

民法112条型（立証責任分散型）

権利外観通りの効果は，第三者が善意であれば生じる。た
だし，善意の第三者に過失があることを真の権利者が立証
した場合には，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
　権利外観法理を具体化した条文は，立証責任の観点から眺めると，以下の三つの類型に分類できることが分かります。■★第1の類型は，民法93条，▲109条，▲480条型です。すなわち，真の権利者が，取引の相手方に対して，「悪意又は有過失」を立証しなければならないというものです。■★第1の類型の場合，条文は，「権利外観通りの効果が生じる。ただし，第三者が悪意または過失があることを真の権利者が立証した場合はこの限りでない。」というように規定されます。■★第2の類型は，民法110条，▲478条型です。すなわち，第1の類型とは逆に，取引の相手方が，自らの善意かつ無過失を立証しなければならないというものです。■★第2の類型の場合，「権利外観通りの効果が生じるためには，第三者は，善意かつ無過失であることを立証しなければならない。」というように規定されます。■★第3の類型は，民法112条型です。すなわち，善意と無過失の立証責任が，真の権利者と取引の相手方の双方に分散されるものです。■★第3の類型の場合，「権利外観通りの効果は，第三者が善意であれば生じる。ただし，善意の第三者に過失があることを真の権利者が立証した場合には，この限りでない。」というように規定されます。■この三つの類型を区別して使いこなせるようになると，立証責任の分配のルールについて，非常に深い知識を身につけることができるようになります。■法科大学院の学生でも，マスターするのに苦労するほど困難な問題ですが，以上のような分類を頭に入れて，条文をじっくり読み，頭を整理すると，頭に入りやすくなります。



8-4. 表見代理の3類型（1/3）

真の権利者立証型

第109条（代理権授与の表示による表見代理）

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は，
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間
でした行為について，その責任を負う。

ただし，第三者が，その他人が代理権を与えられていな
いことを知り，又は過失によって知らなかったときは，この
限りでない。

民法93条，民法480条も同じ条文構造を採用している。これ

らは，実体法上の原則・例外と立証責任上の原則と例が逆
となっているので，注意を要する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　権利外観法理は，民法総則のほとんど全ての規定を簡単に説明できるほどに重要な規定であり，その法理を，立証責任の観点から分類する方法を身につけておくと，訴訟実務についても，理解が容易になります。■そこで，権利外観法理を立証責任の観点から3分類する方法をマスターすることにしましょう。★最初は，第1の類型，すなわち，真の権利者 立証型です。■★第1の類型の典型例は，民法109条（代理権授与の表示による表見代理）です。■民法109条は，以下のように規定しています。■★民法109条■第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は，その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について，その責任を負う。■★ただし，第三者が，その他人が代理権を与えられていないことを知り，又は過失によって知らなかったときは，この限りでない。■★第1の類型に属するものとしては，民法93条，民法480条があり，全く同じ条文構造を採用しています。■これらは，実体法上の原則・例外と立証責任上の原則・例外とが逆となっているので，注意を要します。■なぜなら，権利外観法理の重要なヨウケンは，保護されるべき取引の相手方が「善意かつ無過失」であることなのですが，真の権利者の過失が大きいときは，取引の相手方をより強く保護するため，真の権利者の方で，取引の相手方の「悪意又は有過失」を立証しなければならないとしているからです。



8-4. 表見代理の3類型（2/3）

第三者立証型
第110条（権限外の行為の表見代理）

前条〔代理権授与の表示による表見代理〕本文の規定は，代理人が
その権限外の行為をした場合において，第三者が代理人の権限があ
ると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

本人が代理人に代理権を与えた場合，または，代理権を与
えた旨を表示した場合に，代理人がその権限外の行為をし
た場合には，第三者が，代理人の権限が表示された範囲に
制限されていることを知らず，かつ，知らないことに過失が
ない場合には，本人は代理人の行為について責任を負う。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★権利外観法理の第2の類型は，第三者立証型です。■第2の類型の典型例は，民法110条（権限外の行為のヒョウケン代理）です。★民法110条は，以下のように規定しています。■★民法110条■前条〔代理権授与の表示によるヒョウケン代理〕本文の規定は，代理人がその権限外の行為をした場合において，第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。■★本人が代理人に代理権を与えた場合，または，代理権を与えた旨を表示した場合に，代理人がその権限外の行為をした場合には，第三者が，代理人の権限が表示された範囲に制限されていることを知らず，かつ，知らないことに過失がない場合には，本人は代理人の行為について責任を負う。■この第2の類型に属するものとしては，現在取り上げている民法478条があり，全く同じ条文構造を採用しています。■これらの条文においては，権利外観法理のヨウケンが，素直に表現されているので，その観点から，再度，注意して読んでみましょう。



8-4. 表見代理の3類型（3/3）

立証責任分散型

第112条（代理権消滅後の表見代理）

代理権の消滅は，善意の第三者に対抗することができな
い。ただし，第三者が過失によってその事実を知らなかっ
たときは，この限りでない。

善意の立証責任

第三者にある

過失の立証責任

本人にある
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★権利外観法理の第3の類型は，立証責任分散型です。■この第3の類型の典型例は，民法112条（代理権消滅後のヒョウケン代理）です。■民法112条は，以下のように規定しています。■★代理権の消滅は，善意の第三者に対抗することができない。ただし，第三者が過失によってその事実を知らなかったときは，この限りでない。■この規定においては，権利外観法理の重要なヨウケンである，善意と無過失の立証責任が，以下のように，真の権利者と取引の相手方とに分散して課されています。■★善意の立証責任は，第三者にあります。■これに対して，★過失の立証責任は，本人にあります。■以上で，権利外観法理を立証責任の観点から分類する方法の検討を終わります。■これらの分類をマスターすると，学力のレベルは，法科大学院の修了者のレベルに匹敵し，訴訟実務の最も重要な立証責任の分配についての基本的な考え方をマスターしたことになります。■これほど高度な考え方を大学の二年生で学習できるように再編成し，分かりやすい三つの分類にまとめるという試みは，全国で初の取り組みです。■難しいかもしれませんが，マスターできるように，この箇所を何度も繰り返し聞き，自分のノートに整理する努力をしてみましょう。■自分の学力が，法科大学院の修了者並みにレベルアップするのを実感するのは，楽しいものと思います。



8-4. 準占有者に対する弁済の立証責任
民法旧478条→民法480条→民法現行478条

民法478条

 旧第478条

債権ノ準占有者ニ為シタル弁済
ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限
リ其効力ヲ有ス

 現第478条（債権の準占有
者に対する弁済）

債権の準占有者に対してした弁
済は，その弁済をした者が善意
であり，かつ，過失がなかったと
きに限り，その効力を有する。

民法480条

 第480条（受取証書の持参
人に対する弁済）

受取証書の持参人は，弁済を
受領する権限があるものとみな
す。ただし，弁済をした者がその
権限がないことを知っていたと
き，又は過失によって知らな
かったときは，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
　準占有者に対する弁済における条文と立証責任の分配の変遷について，復習をかねて，まとめをします。■★民法旧条文第478条【債権の準占有者に対する弁済】は，以下のように規定していました。■★債権の準占有者になしたる弁済は，弁済者の善意なりしときに限り，その効力を有す。■このように，もともとの民法478条は，弁済が有効となるためのヨウケンとして，弁済者が善意であることだけを要求していました。■しかし，これと同様の趣旨を有する，民法480条は，弁済が有効となる用件として，善意かつ無過失を要するとしつつも，その立証責任を弁済者の有利に転換し，真の債権者が，弁済者の悪意又は有過失を立証すべきだとしていました。■★すなわち，民法480条（受取証書の持参人に対する弁済）の旧条文も，また，現行条文も，以下のように規定しています。■★受取証書の持参人は，弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし，弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき，又は過失によって知らなかったときは，この限りでない。■この民法480条の影響を受けて，判例は，民法478条の解釈において，民法480条の場合と同様，弁済が無効となるためには，債権者が，弁済者の悪意，または，過失を立証すべきであるとしていました。■ところが，民法の現代語化に際して，民法478条は，立証責任を転換し，弁済者が，自らの善意かつ無過失を立証しなければならないというように，実質的な修正を行います。■★すなわち，現行民法478条（債権の準占有者に対する弁済）は，以下のように規定されています。■★債権の準占有者に対してした弁済は，その弁済をした者が善意であり，かつ，過失がなかったときに限り，その効力を有する。■民法（債権関係）改正案においては，民法478条の条文の内容をそのままに，その見出しを「債権の準占有者に対する弁済」から，「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」へと変更しています。■しかも，民法478条の善意・無過失ヨウケンに影響を与えてきた，民法480条は，民法478条と内容が重複しており，その役割を終えたものとして，削除することにしています。



8-4. 民法478条の立法理由

民法478条の立法理由

 民法478条

債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済
者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス

 本条は既成法典財産編第457条第1
項の字句を修正したるに過ぎず。

 而して同条第二項の規定は第一項
の説明に止まるのみならず債権の
占有者を限定するの結果は狭きに
失する虞あるに因り本案は之を刪除
し広く債権の準占有者に為したる善
意の弁済を以て総て有効と為せり 。

旧民法

 旧民法財産編 第457条
(1) 真の債権者に非ざるも，債

権を占有せる者に為したる弁済
は債務者の善意に出でたるとき
は有効なり。

(2) 表見なる相続人其他の包括

承継人，記名債権の表見なる譲
受人及び無記名証券の占有者
は之を債権の占有者と看做す。
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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478条の旧条文は，■「債権の準占有者になしたる弁済は，弁済者の善意なりしときに限り，その効力を有す」と規定していました。■その立法理由は，立法理由書によると，以下のように記述されています。■★本条は，既成法典財産編第457条第1項の字句を修正したるに過ぎず。■★しかして，同条第二項の規定は，第一項の説明に止まるのみならず，■債権の占有者を限定するの結果は，狭きに失するおそれあるにより■本案は，これを削除し，広く債権の準占有者になしたる善意の弁済をもって，■総て有効となせり。■★上述の立法理由書に出てくる，旧民法財産編457条は，以下のように規定していました。■旧民法▲財産編▲第457条▲第1項■真の債権者にあらざるも，債権を占有せる者になしたる弁済は，債務者の善意に出でたるときは有効なり。■★旧民法▲財産編▲第457条▲第2項■表見なる相続人，その他の包括承継人，記名債権の表見なる譲受人及び無記名証券の占有者は，これを債権の占有者とみなす。■確かに，民法の立法理由は，簡潔をむねとしているのですが，具体例を例示するのは，国民にとって分かりやすいという利点を有しています。■したがって，旧民法▲財産編▲第457条▲第2項の法律上の推定規定は，具体例を変更することはありうるとしても，現行民法に取り込むのが有用であり，削除するまでのことはなかったように思われます。



8-4. 民法480条の立法理由

 第480条（受取証書の持参人に対する弁済）

受取証書の持参人は，弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし，弁済をした者がその
権限がないことを知っていたとき，又は過失によって知らなかったときは，この限りでない。

 立法理由

本条の規定は既成法典に其例なしと雖も，商事上に於ては，普く認められたる通則にして，取
引上極めて必要の事項に属す。蓋し，本条の規定なきときは本案第113条の規定に因り，本条
の場合に於ける弁済は，債権者に対して往々無効となり。

従て，受取証書あるに拘はらず容易に弁済せざる弊を生じ，取引上の不便を生ぜしむること更
に疑なし。加之，既に正式の受取証書を持参する者は之を以て受領の権限ありと認むるは固
より至当の事たるに因り，本案は，独乙民法草案に倣ふて新に本条の規定を設け以て取引上
の便宜に適せしめたり。

而して，本条の適用を商事上に限らざる所以は，取引頻繁なる今日の状況に於て此点に関し，
特に民事商事を区別する必要なければなり。然れども，弁済者は受取証書の持参人が受領の
権限を有せざることを知りて弁済を為し，又は自己の過失に因りて之を知らざりしときは，既に
之を保護する理由を欠くに因り，本案は本条但書の規定を設け以て本則の適用を制限せり 。
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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（債権関係）改正案によって削除されることになりましたが，民法478条のヨウケンの改正に影響を与えた★第480条（受取証書の持参人に対する弁済）は，以下のように規定しています。■★受取証書の持参人は，弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし，弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき，又は過失によって知らなかったときは，この限りでない。■★民法480条の立法理由は，以下の通りです。■★本条の規定は，既成法典にその例なしといえども，商事上においては，広く認められたる通則にして，取引上極めて必要の事項に属す。■けだし，本条の規定なきときは，本案第113条の規定により，本条の場合における弁済は，債権者に対して往々無効となり。■★従って，受取証書があるにもかかわらず，容易に弁済せざる弊を生じ，取引上の不便を生ぜしむること更に疑なし。■これに加えて，既に正式の受取証書を持参する者は，これをもって，受領の権限ありと認むるはもとより至当の事たるにより，本案は，ドイツ民法草案に倣って新たに，本条の規定を設け，もって取引上の便宜に適せしめたり。■★しかして，本条の適用を商事上に限らざるゆえんは，取引頻繁なる今日の状況において，この点に関し，特に民事商事を区別する必要なければなり。■しかれども，弁済者は受取証書の持参人が受領の権限を有せざることを知りて弁済をなし，又は，自己の過失によりて，これを知らざりしときは，既にこれを保護する理由を欠くにより，本案は本条但書の規定を設け，もって本則の適用を制限せり。■現行民法480条は，旧民法にはないものをドイツ民法草案に従って取り込んだことがよくわかりますが，旧民法で十分なものを，さらに，ドイツ民法草案を取り込んだ点に無理があったのでしょう。■結局，民法480条は，民法（債権関係）改正案によって，削除されることになっています。



8-4. 民法478条に関する判例（1/5）
注意義務の程度

最判昭37・8・21民集16巻9号1809頁

一 債権者の代理人と称して債権を行使する者に
ついても民法第478条が適用される。

二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされる
ためには，弁済者が善意かつ無過失であることを要
する。

判例の準則（110条型）は正しいが，実際の運用は，
民法480条（109条型）の考え方を準用していた。

現代語化では，110条型によって名文化された。
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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478条に関する代表的な判例を紹介します。■★最初は，立証責任に関する，最高裁▲昭和37年8月21日判決▲民事判例集▲16巻9号1809頁です。■この判決の要旨は，以下の通りです。■★一　債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第478条が適用される。■★二　債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには，弁済者が善意かつ無過失であることを要する。■★判例の準則（110条型）は正しいのですが，立証責任の実際の運用は，民法480条（109条型）の考え方を準用していました。すなわち，債権者が，弁済者の悪意又は有過失を立証しなければなりませんでした。■★民法の現代語化では，110条型へと名文化されたので，現在では，最高裁昭和37年判決どおりに，弁済者が，自らの善意かつ無過失を立証しなければならなくなりました。



8-4. 民法478条に関する判例（2/5）
定期預金の期限前払い戻し

最判昭41・10・4民集20巻8号1555頁

定期預金契約の締結に際し，当該預金の期限前払戻の場
合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により
確定されているときは，右預金の期限前の払戻であっても，
民法第478条の適用をうける。

問題点

期限前の払戻しは，契約解除を含む法律行為であり，本来
は，民法110条の問題である。

それにもかかわらず，最高裁が，民法旧478条を適用した

のは，立証責任が銀行に有利であり，預金者の利益よりも，
銀行を保護する必要があると考えたからであろう。
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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478条に関する代表的な判例紹介の続きです。■■定期預金の期限前払い戻しは，厳密には，契約の解除と原状回復の問題なので，ヒョウケン代理の問題なのですが，最高裁は，以下のように，銀行にとって立証責任が軽減される▲民法478条の適用を認めています。■★最高裁▲昭和41年10月4日判決▲民事判例集▲20巻8号1555頁は，以下のように判示しています。■★定期預金契約の締結に際し，当該預金の期限前払戻しの場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは，右預金の期限前の払戻しであっても，民法第478条の適用をうける。■この判決の問題点は，以下の通りです。★さきに述べたように，期限前の払戻しは，契約解除を含む法律行為であり，本来は，ヒョウケン代理に関する民法110条が適用されるべき問題です。■★それにもかかわらず，最高裁が，民法旧478条を適用したのは，立証責任が銀行に有利であり，預金者の利益よりも，銀行を保護する必要があると考えたからでしょう。■しかし，民法の現代語化に伴って，民法478条が改正され，立証責任が民法110条と同じになりました。■したがって，現在においては，判例のこのような無理な解釈は不要であり，素直に，民法110条を適用すればよいことになります。



8-4. 民法478条に関する判例（3/5）

預金担保貸付
 最判昭48・3・27日民集27巻2号376頁

銀行が，無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し，こ
の者に対し，右預金と相殺する予定のもとに貸付をし，その後右の相殺をすると
きには，民法四七八条の類推適用がある。

 問題点

真の預金者Aの定期預金を担保として，銀行Bが無権限者Cに対し善意・無過失
で貸付けを行うこと（預金担保貸付け）は，本来，BのCに対する貸付けという法

律行為の問題であり，これを定期預金の払戻しと同様に考えることには無理が
ある。

最高裁が，預金担保貸付を，あえて，弁済と同様に扱った理由は，表見代理と
考えると立証責任が銀行にあり，銀行を保護することが困難となるため，立証責
任が預金者にある民法旧478条を類推したものと考えられる。

しかし，現行民法は，民法478条の立証責任が民法110条と同じとなったため，こ
のような無理な類推は，無意味となった。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法478条に関する代表的な判例紹介の続きです。■■銀行による預金担保貸付は，厳密には，預金債権に対する担保権の設定と，貸金の返済が滞った場合の貸金債権と預金債権とのソウサイ契約という一連の契約の締結に関するヒョウケン代理の問題です。■ところが，最高裁は，以下のように，民法110条の適用ではなく，銀行にとって立証責任が軽減される民法478条の類推適用を認めています。■★最高裁▲昭和48年3月27日判決▲民事判例集▲27巻2号376頁は，以下のように判示しています。■★銀行が，無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し，この者に対し，右預金とソウサイする予定のもとに貸付をし，その後右のソウサイをするときには，民法四七八条の類推適用がある。■★この判決の問題点は，以下の通りです。★真の預金者Aの定期預金を担保として，銀行Bが無権限者Cに対し善意・無過失で貸付けを行うこと（預金担保貸付け）は，さきにのべたように，本来，BのCに対する貸付けとソウサイ契約という法律行為の問題であり，これを定期預金の払戻しと同様に考えることには無理があります。■★最高裁が，預金担保貸付を，あえて，弁済と同様に扱った理由は，表見代理と考えると立証責任が銀行にあり，銀行を保護することが困難となるため，立証責任が預金者にある民法旧478条を類推したものと考えられます。■★しかし，現行民法は，民法478条の立証責任を民法110条と同じとしたため，このような無理な類推は，現在では，無意味となっています。



8-4. 民法478条に関する判例（4/5）
総合口座取引における相殺

最判昭63・10・13判時1295号57頁

銀行総合口座取引において，銀行が権限を有する
と称する者からの普通預金払戻請求に応じて貸越
しをするにつき銀行として尽くすべき相当の注意を
用いたときは，民法478条の類推適用により，銀行

は，右貸越しによって生じた貸金債権を自働債権と
する定期預金債権との相殺をもって真実の預金者
に対抗することができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法478条に関する代表的な判例紹介の続きです。■■銀行の総合口座における預金担保貸付とソウサイは，厳密には，預金債権に対する担保権の設定と，貸金の返済が滞った場合の▲貸金債権と預金債権とのソウサイ契約という一連の契約の締結に関するヒョウケン代理の問題です。■それにもかかわらず，最高裁は，以下のように，民法110条の適用ではなく，銀行にとって立証責任が軽減される民法478条の類推適用を認めています。■★最高裁▲昭和63年10月13日判決▲判例時報1295号57頁は，以下のように判示しています。■★銀行総合口座取引において，銀行が権限を有すると称する者からの普通預金払戻し請求に応じて貸越しをするにつき銀行として尽くすべき相当の注意を用いたときは，民法478条の類推適用により，銀行は，右貸越しによって生じた貸金債権を自働債権とする定期預金債権とのソウサイをもって真実の預金者に対抗することができる。■■最高裁が，預金担保貸付を，あえて，弁済と同様に扱った理由は，ヒョウケン代理と考えると立証責任が銀行にあり，銀行を保護することが困難となるため，立証責任が預金者にある民法旧478条を類推したものと考えられます。■■しかし，さきに述べたように，現行民法は，現代語化にともない，民法478条の立証責任が民法110条と同じとなったため，このような無理な類推は，現在では，無意味となっています。



8-4. 民法478条に関する判例（5/5）
キャッシュカード機能付・通帳の盗難事例

 最三判平15・4・8民集57巻4号337頁（民法判例百選Ⅱ第38事件）

（事案）被害者は，暗証番号を車両の自動車登録番号の４桁の数字と同じ数字
とし，通帳をダッシュボードに入れたままにしていて盗まれた事例

(判旨1） 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力し

て現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるとい
うために は，銀行において，上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預

金者に明示すること等を含め，現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステ
ムの設置管理 の全体について，可能な限度で無権限者による払戻しを排除し
得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。

（判旨2） 預金通帳を使用し暗証番号を入力すれば現金自動入出機から預金

の払戻しを受けられるシステムになっているのに，銀行がそのことを預金規定等
に規定して 預金者に明示することを怠っていたなど判示の事実関係の下では，

銀行は，真正な預金通帳が使用され，入力された暗証番号が届出暗証番号と
一致することが機 械的に確認された場合であっても，無権限者が現金自動入
出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。
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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478条に関する代表的な判例紹介の続きです。■■最高裁は，従来は，金融資本主義の中核的役割を果たしてきた銀行を保護するために，銀行に有利な判決を下してきました。■しかし，資本主義が成熟した現在においては，銀行を保護するよりも，消費者を保護することが重要であり，そのことを通じて，資本主義を継続的に発展させることができることが理解されるようになってきました。■遅ればせながらも，最高裁は，以下の判決に代表されるように，消費者を保護することを通じてシステムを設計し，運用する銀行の責任を強化するようになりつつあります。■★最高裁第三小法廷▲平成15年4月8日判決▲民事判例集57巻4号337頁は，以下のような事実に関して，画期的な判決を下しています。★事案の概要は以下の通りです。■被害者は，暗証番号を車両の自動車登録番号の４桁の数字と同じ数字とし，ツウチョウをダッシュボードに入れたままにしていて盗まれ，預金を勝手に引き出されたため，銀行に過失があるとして，被害者が，預金の返還を求めました。■判決の要旨は以下の通りです。★第1に，無権限者が預金ツウチョウ又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには，銀行において，上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め，現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体について，可能な限度で，無権限者による払戻しを排除し得るよう，注意義務を尽くしていたことを要する。■第2に，預金ツウチョウを使用し暗証番号を入力すれば，現金自動入出機から預金の払戻しを受けられるシステムになっているのに，銀行がそのことを預金規定等に規定して，預金者に明示することを怠っていたなど，判示の事実関係のもとでは，銀行は，真正な預金ツウチョウが使用され，入力された暗証番号が届出暗証番号と一致することが機 械的に確認された場合であっても，無権限者が現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。■ATMを利用した場合，マシンの過失を云々することはできません。■本判決は，マシンを設計・導入・運用する銀行のシステム責任を明らかにした点で，大きな意義を有しています。 



定期試験仮想問題10題（7/10） →Q ToC

準占有者に対する弁済に関する以下の問題に
答えなさい。
Xは自家用車のダッシュボードにY銀行の預金通帳を入
れて自宅付近の駐車場に駐車していたところ，車ごと
盗難にあい，犯人が，預金通帳と暗証番号を使って，
預金300万円を全額引き落としてしまった。

預金通帳の暗証番号は，自動車の登録番号であった
が，預金通帳と暗証番号だけで他人が預金を引き落と
すことができることは，Xには知らされていなかった。

問：Xの預金返還に対して，Y銀行は，民法478条の抗
弁を主張できるか（民法判例百選Ⅱ第39事件参照）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第7問は，以下のとおりです。■★準占有者に対する弁済に関する以下の問題に答えなさい。■★Xは自家用車のダッシュボードにY銀行の預金通帳を入れて自宅付近の駐車場に駐車していたところ，車ごと盗難にあい，犯人が，預金通帳と暗証番号を使って，預金300万円を全額引き落としてしまった。■★預金通帳の暗証番号は，自動車の登録番号であったが，預金通帳と暗証番号だけで他人が預金を引き落とすことができることは，Xには知らされていなかった。■★問い■Xの預金返還に対して，Y銀行は，民法478条の抗弁を主張できるか（民法判例百選Ⅱ第39事件参照）。



債権総論2

第10回 弁済の場所・費用，
弁済の時期，順序，充当

 10-1. 弁済の場所

 10-2. 弁済の費用

 10-3. 弁済の時期

 10-4. 弁済の順序

 10-5. 弁済の充当
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の主体について学習を終えたので，つぎに，■★弁済の場所，弁済の費用，弁済の時期，弁済の順序，弁済の充当に関する規定について検討します。



10-1. 弁済の場所

 第484条（弁済の場所）

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないと

きは，特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存

在した場所において，その他の弁済は債権者の現在

の住所において，それぞれしなければならない。

第574条（代金の支払場所）

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきとき

は，その引渡しの場所において支払わなければならな

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484条（弁済の場所）は，以下のように規定しています。■★弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは，特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において，その他の弁済は債権者の現在の住所において，それぞれしなければならない。■金銭債権については，民法484条によって，原則として，債権者の現在の住所において支払わなければならない，すなわち，持参債務なのですが，■売買代金債権のように，双務契約によって，同時履行を実現する必要がある場合には，人間は，同時にひとつの場所にいることしかできないため，必然的に，引渡しの場所で支払うことが要求されます。■★第574条（代金の支払場所）は，以下のように規定しています。■★売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは，その引渡しの場所において支払わなければならない。■民法574条は，民法484条の例外とされています。確かに，原則に対する例外とはいえないことはありませんが，実は，同時履行の原則の適用であるため，■民法574条を，民法484条の単なる例外として理解するのではなく，民法484条と民法533条のチョウフク適用の必然的な結果として理解する方が分かりやすいと思います。■つぎに，以上の原則の概要を図解することにします。



債権総論
の規定

10-1. 弁済の場所の図解
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売買契約
の規定

代金支払場所
（民法574条）

目的物の引渡
しと同時に支払
う場合に限定さ

れている。
↓

代金後払いの
場合には，この
条文は適用で

きない。

弁済の場所
（民法484条）

目的物の引渡し
と同時でない場
合の弁済の規定

がある。
↓

適用できる。

第1原則：特別法は，一般法に優先する。
第2原則：一般法は，特別法を補充する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の場所の規定である，民法484条と，売買代金の支払い場所の規定である未納574条との関係を図解することにします。★弁済の場所の規定は，図のように，一般原則としての債権総論の規定と，売買契約の規定が，包含関係にあります。■★片務契約の場合には，一般原則としての民法484条が適用されます。■しかし，双務契約の場合には，同時履行を実現しなければならないため，更に，民法533条が適用されるため，★結果として，民法574条のように，引渡し場所で支払いをすることになります。■しかし，重要なことは，たとえ，売買契約の場合においても，通信販売の場合のように，代金があと払いとなる場合には，民法484条の原則に立ち返って，代金は，債権者の現在の住所で支払わなければなりません。■つまり，金銭債権については，持参債務の原則は貫徹されているわけです。



10-2. 弁済の費用

 第485条（弁済の費用）

弁済の費用について別段の意思表示がないときは，その

費用は，債務者の負担とする。ただし，債権者が住所の移

転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは，

その増加額は，債権者の負担とする。

第558条・改正案（売買契約に関する費用費用）

売買契約に関する費用は，その結果が双方に利益をもたら

すものであることに鑑み，民法485条の但し書きの法理，お

よび，民法427条（分割債権及び債務）の趣旨に基づいて，

当事者の双方が平分してこれを負担する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★弁済の費用に関しては，民法485条（弁済の費用）が， 以下のように規定しています。■★弁済の費用について別段の意思表示がないときは，その費用は，債務者の負担とする。ただし，債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは，その増加額は，債権者の負担とする。■しかし，この規定は，売買のような双務契約に関する場合に，どのような費用分担をすべきかについて，明確ではありません。■■そこで，以下のような，民法▲修正私案を考えてみました。■★第558条・改正私案（売買契約に関する費用）は，以下の通りです。★売買契約に関する費用は，その結果が双方に利益をもたらすものであることに鑑み，民法485条 但し書きの法理，および，民法427条（分割債権及び債務）の趣旨に基づいて，当事者の双方が平分してこれを負担する。■



10-3. 弁済の時期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の場所・費用の学習を終えたので，弁済の時期について学習します。■弁済の場所と弁済の時期については，弁済の場所で説明したように，物の引渡しと代金支払いとが同時履行の関係にある場合に，両者は，密接に関連することになります。■同時履行の場合には，引渡しの場所が決まれば，代金支払いの場所も必然的に決定されるからです。



10-3. 弁済（履行）の時期

第412条（履行期と履行遅滞）

①債務の履行について確定期限があるときは，債
務者は，その期限の到来した時から遅滞の責任を
負う。

②債務の履行について不確定期限があるときは，
債務者は，その期限の到来したことを知った時から
遅滞の責任を負う。

③債務の履行について期限を定めなかったときは，
債務者は，履行の請求を受けた時から遅滞の責任
を負う。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の時期について，民法412条は，以下のように規定しています。■★第412条（履行期と履行遅滞）■★民法412条▲第1項■債務の履行について確定期限があるときは，債務者は，その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。■★民法412条▲第2項■債務の履行について不確定期限があるときは，債務者は，その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。■★民法412条▲第3項■債務の履行について期限を定めなかったときは，債務者は，履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。■契約上の債権の場合には，比較的問題が少ないのですが，不法行為上の請求権の場合には問題となります。■判例（最高裁▲第三小法廷▲昭和37年9月4日判決▲民事判例集16巻1834頁）は，不法行為のときが弁済期であると考えていますが，そうすると，一方で，遅延利息がすぐに発生しますが，他方で，消滅時効が早く完成してしまいます。■時効が完成する前に訴える機会を逃さないようにするためには，不法行為が生じたときではなく，不法行為を知ったときとする方が柔軟な解決ができると，私は考えています。



10-3. 弁済の時期の応用例

1. 金銭消費貸借契約において，借金の返済について確定期限があるとき
は，借主は，期限が到来したときから遅滞の責任を負う（民法412条1
項）。

2. 金銭消費貸借契約において，借金の返済について不確定期限がある
とき，例えば，出世払いの場合には，借主は，期限が到来したことを
知った時（出世できたこと，又は，出世できないことを確信した時）から，
遅滞の責任を負う（民法412条2項）。

3. 金銭消費貸借契約について，借金の返済について期限の定めがない
ときは，貸主は，相当の期間を定めて返還の催告をすることができる
（民法591条）。貸主が定めた相当期間が経過したときから借主は，遅
滞の責任を負う（民法412条3項）。

4. 債務者である借主は，期限の利益を放棄できるので（民法136条2項），
借主は，いつでも返済をすることができる（民法591条）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の時期についての復習をかねて，応用問題を検討します。■★金銭消費貸借契約において，借金の返済について確定期限があるときは，借主は，期限が到来したときから遅滞の責任を負います（民法412条1項）。■ ★金銭消費貸借契約において，借金の返済について不確定期限があるとき，例えば，出世払いの場合には，借主は，期限が到来したことを知った時（出世できたこと，又は，出世できないことを確信した時）から，遅滞の責任を負います（民法412条2項）。 ■★金銭消費貸借契約について，借金の返済について期限の定めがないときは，貸主は，相当の期間を定めて返還の催告をすることができます（民法591条）。貸主が定めた相当期間が経過したときから借主は，遅滞の責任を負います（民法412条3項）。■★債務者である借主は，期限の利益を放棄できるので（民法136条2項），借主は，いつでも返済をすることができます（民法591条）。



10-4. 弁済の順序
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の場所，弁済の時期について学習を終えたので，その応用として，弁済の順序について，検討します。■同時履行に関しては，同時履行の抗弁権とリュウチケンの抗弁権の違いについても，検討します。■同時履行との関係で取り上げる「不安の抗弁」は，センン履行にあるものを，一定の場合に，同時履行の関係に引き戻すものであり，詳しく検討します。



10-4. 弁済の順序

 第533条（同時履行の抗弁）

双務契約の当事者の一方は，相手方がその債務の履行を提供するまでは，
自己の債務の履行を拒むことができる。

ただし，相手方の債務が弁済期にないときは，この限りでない。

 第624条（報酬の支払時期）

①労働者は，その約した労働を終わった後でなければ，報酬を請求するこ
とができない。

②期間によって定めた報酬は，その期間を経過した後に，請求することがで
きる。

 第633条（報酬の支払時期）
報酬は，仕事の目的物の引渡しと同時に，支払わなければならない。

ただし，物の引渡しを要しないときは，第624条第1項〔報酬の支払時期・労
務の提供の後〕の規定を準用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の順序については，以下の順序で検討するのが有益です。■第1は，同時履行の場合です。■第2は，どちらかの履行がセン履行である場合です。■第3は，一回の弁済が，全額の弁済に満たない場合について，弁済の充当の順序の問題です。■★第533条（同時履行の抗弁）■★双務契約の当事者の一方は，相手方がその債務の履行を提供するまでは，自己の債務の履行を拒むことができる。■★ただし，相手方の債務が弁済期にないときは，この限りでない。■★第624条（報酬の支払時期）■★民法624条▲第1項■労働者は，その約した労働を終わった後でなければ，報酬を請求することができない。★民法624条▲第2項■期間によって定めた報酬は，その期間を経過した後に，請求することができる。■★第633条（報酬の支払時期）■★報酬は，仕事の目的物の引渡しと同時に，支払わなければならない。■★ただし，物の引渡しを要しないときは，第624条第1項〔報酬の支払時期・労務の提供の後〕の規定を準用する。■この規定は，セン履行が原則ですが，引渡しの観点から見ると，同時履行となっている点に注目すべきでしょう。



10-4. 同時履行の抗弁権と留置権
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報酬債権
（被担保債権）

 留置権は,物権か，引渡拒絶の抗
弁権か?
 通説

 物権として説明する。

 しかし，留置権には物権の権能とし
ての，使用・収益・換価・処分のいず
れの権利も備わっていない。

 加賀山説

 債権上の引渡拒絶の抗弁権として
説明する。

 同時履行の抗弁権と同様の拒絶の
抗弁権である（引換給付判決によっ
て同時履行が実現される）。

 留置権は，占有の継続をもって，第
三者にも対抗できる抗弁権である。

 第三者との間での引換給付判決を
通じて，事実上の優先弁済権が実
現される。

 留置権の典型例の図解

新所有者
（譲受人）

拒絶の
抗弁権 引渡

請求権
譲
渡

修理業者
（請負人）

所有者
（注文者）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　同時履行の抗弁権との関係で，リュウチ権は,物権か，それとも，同時履行の抗弁権に類似する引渡し拒絶の抗弁権か?について，検討します。■★通説は，リュウチ権を■★物権として説明しています。■★しかし，リュウチ権を物権として説明すると，矛盾が生じます。なぜなら，リュウチ権には物権の権能としての，使用・収益・換価・処分のいずれの権利も備わっていないからです。■そればかりでなく，リュウチ権の対抗ヨウケンは，不動産リュウチ権の場合にも，民法177条に規定されている登記ではなく，占有の継続ですし，動産リュウチ権の場合も，民法178条に規定されている引渡しではなく，占有の継続です。■つまり，リュウチ権は，物権としての基本的な機能を有していませんし，対抗ヨウケンも，物権総則の民法177条，178条に反しており，物権というには，余りにも無理が多すぎます。■★例外を極力なくして，体系性を重視する加賀山説では，■★リュウチ権を物権ではなく，債権上の引渡し拒絶の抗弁権として説明します。■★リュウチ権の典型例を図解します。■ここでは，同時履行の抗弁権と，リュウチ権とを同時に説明できる便利な例として，請負契約としての修理契約で説明します。■★請負人である修理業者が自動車の修理をすると，■★自動車の修理の注文者である自動車の所有者に対して，■★修理代金請求権，すなわち報酬請求権を取得します。■★修理の注文者である自動車の所有者が自動車の引渡しを請求しても，■★請負人である修理業者は，双務契約である請負契約上の報酬請求権と引渡し請求権が同時履行の関係にあることを理由に，民法533条に基づいて，引渡しを拒絶することができます。■★しかし，注文者が，自動車を第三者に売却した場合には，事情が異なります。■★もしも，自動車を譲り受けた新所有者が，請負人に対して，自動車の返還を請求した場合には，同時履行の抗弁権は，契約当事者間に限って利用できる抗弁権であるため，新所有者には対抗できません。■★しかし，この場合にも，請負人は，注文者に対する報酬請求権を被担保債権として，第三者である新所有者に対しても，リュウチ権によって，報酬が支払われるまで，引渡しを拒絶することができます。■■リュウチ権も，引き換え給付判決によって同時履行が実現されるという意味で，同時履行の抗弁権と同様の拒絶の抗弁権なのです。■つまり，リュウチ権と同時履行の抗弁権の違いは，同時履行の抗弁権が，契約当事者以外の第三者には原則として対抗できないのに比べて，リュウチ権の場合には，占有の継続をもって，第三者にも対抗できるという点にあります。■★リュウチ権の場合，第三者との間での引き換え給付判決を通じて，事実上の優先弁済権が実現されることになるのです。



10-4. 同時履行の抗弁権の適用範囲

 準用
負担付贈与（民法553条）

契約が解除された場合の両当事者の原状回復義務（民法546条（契約
の解除と同時履行），571条（売主の担保責任と同時履行），543条2項
（請負人の担保責任と同時履行）692条（終身定期金の解除））

 類推
双務契約の無効・取消しの場合の原状回復義務（最三判昭28・6・16民

集7巻6号629頁，最一判昭47・9・7民集26巻7 号1327頁）

弁済と受取証書（領収書）の交付（民法486条）との関係（大判昭16・3・1
民集20巻163号）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　同時履行の抗弁権は，民法533条に規定されており，双務契約における二つの債権が同時に履行されるべきことを明らかにしています。■★双務契約以外の場合についても，以下の場合には，同時履行の抗弁権の規定が準用されています。■★第1に，負担付き贈与の場合，民法553条によって，目的物の引渡しと負担の履行とが同時履行の関係に立ちます。■★第2に，契約が解除された場合の両当事者の原状回復義務（民法546条（契約の解除と同時履行）が同時履行の関係に立ちます。■この点は，692条（終身定期金の解除）の場合も，同様です。■★法律の規定はないのですが，以下の場合には，判例によって，同時履行の抗弁権が類推適用されています。■★第1に，双務契約の無効・取消しの場合の原状回復義務について，最高裁▲第三小法廷▲昭和28年6月16日▲判決▲民事判例集7巻6号629頁，および，最高裁▲第一小法廷▲昭和47年9月7日判決▲民事判例集26巻7 号1327頁によって，同時履行の関係に立つことが明らかにされています。■★第1に，弁済と民法486条の受取証書（領収書）の交付との関係についても，大審院▲昭和16年3月1日▲民事判例集20巻163号が，同時履行の関係に立つことを明らかにしています。■民法（債権関係）改正案は，この判例法理を明文化し，第486条を「弁済をする者は，弁済と引換えに，弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と改正することにしています。



10-4. 不安の抗弁権（1/2）

 ドイツ民法321条

双務契約の成立後に，先履行義務者の相手方の財産状態が悪化し，
債務の履行が期待し得なくなった場合には，先履行義務者は，相手方
の履行請求に対し，自己の債務の先履行を拒絶できる。

 わが国の民法の規定
第576条（権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒

絶）

売買の目的【物】について権利を主張する者があるために買主がその買い受
けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは，買主は，その危険の限
度に応じて，代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし，売主
が相当の担保を供したときは，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
　同時履行の抗弁権に似ているけれども，少し違う制度として，不安の抗弁権があります。■★ドイツ民法321条は，以下のように規定して，不安の抗弁権の意味を明らかにしています。■★双務契約の成立後に，セン履行義務者の相手方の財産状態が悪化し，債務の履行が期待し得なくなった場合には，セン履行義務者は，相手方の履行請求に対し，自己の債務のセン履行を拒絶できる。■つまり，双務契約において，同時履行ではなく，どちらかがセン履行である場合，例えば，雇用契約においては，労務の提供後にはじめて報酬請求権が発生するというように，労務の提供がセン履行の場合であっても，使用者の財産状態が悪化して，報酬の支払いが期待できなくなった場合には，雇用者は，同時履行の抗弁権を主張しうるというものです。■★わが国の民法の規定においても，不安の抗弁権と同じ趣旨による規定が存在します。■★民法576条（権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶）は，以下のように規定しています。■★売買の目的について権利を主張する者があるために，買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは，買主は，その危険の限度に応じて，代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし，売主が相当の担保を供したときは，この限りでない。■これまで，わが国には，不安の抗弁の規定はないとされていましたが，このように見てくると，わが国にも，不安の抗弁の趣旨に合致する規定が存在しており，これを土台にして，不安の抗弁権を一般的に論じることが可能であると，私は考えています。



10-4. 不安の抗弁権（2/2）

第577条（抵当権等の登記がある場合の買主による
代金の支払の拒絶）

①買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは，
買主は，抵当権消滅請求の手続が終わるまで，その代金の
支払を拒むことができる。この場合において，売主は，買主
に対し，遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求すること
ができる。

②前項の規定は，買い受けた不動産について先取特権又
は質権の登記がある場合について準用する。

第578条（売主による代金の供託の請求）
前2条〔買主の代金支払拒絶権〕の場合においては，売主
は，買主に対して代金の供託を請求することができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　不安の抗弁権の続きです。★第577条（抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶）は，以下のように規定しています。■★民法577条▲第1項■買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは，買主は，抵当権消滅請求の手続が終わるまで，その代金の支払を拒むことができる。この場合において，売主は，買主に対し，遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。■★民法577条▲第2項■前項の規定は，買い受けた不動産についてサキドリ特権又はシチ権の登記がある場合について準用する。■★わが国の民法は，ドイツの不安の抗弁権の効果と同様に，民法578条（売主による代金の供託の請求）において，セン履行と同時履行の要請を同時に満足させる供託の利用について以下のように規定しています。■★前2条〔買主の代金支払拒絶権〕の場合においては，売主は，買主に対して代金の供託を請求することができる。



10-5. 弁済の充当
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　私たち教員は，民法の学習者が必ず躓くであろうという箇所を，長年の経験でよく理解しています。■債権総論では，次の八つの箇所，すなわち，■(1)▲債権の目的と目的物との区別■(2)▲特定債権と種類債権との区別■(3)▲債務不履行と瑕疵担保責任との区別■(4)▲選択債権と選択権との区別■(5)▲サガイ行為取消権の法的性質■(6)▲連帯債務の絶対的効力■(7)▲弁済充当の順序■(8)▲弁済による代位における代位権者の競合の問題■以上の八つの箇所が，学習者がよく躓く箇所です。■これから学ぶ，「弁済の充当」も，普通に勉強していたのでは，理解が困難な箇所です。■そこで，ここでは，弁済額が弁済総額に足りない場合に，どのような順序で，どのような部分に充当されるのかという問題，すなわち，弁済の充当について，じっくりと検討することにし，最後には，力試しの練習問題も用意しておきます。■力試しの問題が解けるまで，何度も復習しましょう。もちろん，これに似た問題は，定期試験問題に組み込む予定です。　



10-5. 弁済の充当

 弁済充当の意味

債務者が同一の債権者に対して，同種の内容の数個の債務を負担して
いる場合（例えば，借金債務が数口ある場合），および，

1個の債務の弁済として数個の給付をしなければならない場合（例えば，
賃料債務の数か月分など）に，

債務者が弁済として提供した給付が，全部の債務を消滅させるに足りな
いときに，どの債務の弁済にあてるかを定めること。

 第490条（数個の給付をすべき場合の充当）
1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において，弁済をする

者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは，前2
条〔弁済の充当の指定，法定充当〕の規定を準用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最初に，弁済充当の意味について，説明します。■★弁済の充当とは，債務者が同一の債権者に対して，同種の内容の数個の債務を負担している場合（例えば，借金債務が数口ある場合），および，■★1個の債務の弁済として数個の給付をしなければならない場合（例えば，賃料債務の数か月分など）に，■★債務者が弁済として提供した給付が，全部の債務を消滅させるに足りないときに，どの債務の弁済にあてるかを定めること，をいいます。■弁済の充当に関する冒頭条文である，★民法490条（数個の給付をすべき場合の充当）は，以下のように規定しています。■★1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において，弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは，ゼン2条〔弁済の充当の指定，法定充当〕の規定を準用する。



10-5. 弁済者による指定弁済充当

 第488条（弁済の充当の指定）

①債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数
個の債務を負担する場合において，弁済として提供した給付が
すべての債務を消滅させるのに足りないときは，弁済をする者
は，給付の時に，その弁済を充当すべき債務を指定することが
できる。

②弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは，弁済
を受領する者は，その受領の時に，その弁済を充当すべき債
務を指定することができる。ただし，弁済をする者がその充当
に対して直ちに異議を述べたときは，この限りでない。

③前2項の場合における弁済の充当の指定は，相手方に対す
る意思表示によってする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の充当の意味の概略を説明したので，次に，具体的な充当の順序について学ぶことにします。■充当の順位について，民法の条文は，順序良く規定されていません。■それが，弁済の充当の順序を理解する上で，障害となっています。そこで最初に，弁済充当の優先順位を一瞥しておきましょう。■その上で，民法の条文を順に見ていくことにし，最後に，もう一度，弁済の充当の優先順位をまとめることにします。■弁済の充当の順序は，以下の通りです。■第1は，債権者と債務者の双方が弁済の充当について合意する場合です。当然のことなので，現行民法には，規定がありませんが，民法（債権関係）改正案では，明文の規定（改正案第491条の2（合意による弁済の充当））が用意されることになっています。■第2は，合意による弁済の充当がない場合であって，元本，利息及び費用を支払うべき場合の充当であり，民法491条が適用され，費用，利息，元本の順に充当されます。■第3は，利息，費用の弁済の必要がない場合であり，その場合には，弁済者が弁済充当の指定をすることができます。弁済者が充当の指定をしない場合の処理を含めて，民法488条（弁済の充当の指定）が適用されます。■第4は，いずれの指定もない場合で，民法489条（法定充当）の規定が適用されます。■弁済充当の概略を説明したので，条文をひとつずつ確認していきます。■★民法488条（弁済の充当の指定）は，以下のように規定しています。■★民法488条▲第1項■債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において，弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは，弁済をする者は，給付の時に，その弁済を充当すべき債務を指定することができる。■★民法488条▲第2項■弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは，弁済を受領する者は，その受領の時に，その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし，弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは，この限りでない。■★民法488条▲第3項■ゼン2項の場合における弁済の充当の指定は，相手方に対する意思表示によってする。



10-5. 法定の弁済充当（任意規定）

第489条（法定充当）

弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規
定による弁済の充当の指定をしないときは，次の各号の定
めるところに従い，その弁済を充当する。

一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは，
弁済期にあるものに先に充当する。

二 すべての債務が弁済期にあるとき，又は弁済期にないときは，債
務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは，弁済期が先に到
来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は，各債務の額に応
じて充当する。
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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489条（法定充当）は，順序としては一番最後に適用される規定ですが，以下のように規定しています。■★弁済をする者及び弁済を受領する者が，いずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは，つぎの各号の定めるところに従い，その弁済を充当する。★民法489条▲第一号■債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは，弁済期にあるものに先に充当する。★民法489条▲第二号■すべての債務が弁済期にあるとき，又は弁済期にないときは，債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。★民法489条▲第三号■債務者のために弁済の利益がアイ等しいときは，弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。★民法489条▲第四号■ゼン二号に掲げる事項がアイ等しい債務の弁済は，各債務の額に応じて充当する。



10-5. 利子付きの債務の弁済充当（優先）

第491条（元本，利息及び費用を支払うべき
場合の充当）

①債務者が1個又は数個の債務について元本の

ほか利息及び費用を支払うべき場合において，弁
済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足
りない給付をしたときは，これを順次に費用，利息
及び元本に充当しなければならない。

②第489条〔法定充当〕の規定は，前項の場合につ
いて準用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法491条（元本，利息及び費用を支払うべき場合の充当）は，以下のように規定しています。■この規定は，民法488条，489条の後に規定されていますが，弁済の充当については，それらの規定に先立って適用されますので，注意が必要です。■★民法491条▲第1項■債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において，弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは，これを順次に費用，利息及び元本に充当しなければならない。■★民法491条▲第2項■第489条〔法定充当〕の規定は，前項の場合について準用する。



10-5. 弁済の充当に関する比較法

 UNIDROIT Art. 6.1.12 - 支払いの充当

(1) 同一の債権者に対して複数の金銭債務を負う債務者は，支払時に，その支

払いが充当されるべき債務を指定することができる。ただし，この支払いによっ
て，まず，諸費用に，次に，利息に，最後に元本に充当される。

(2) 債務者が前項の指定をしない場合には，債権者は，債務の弁済期が到来し

ており，かつ，争いがないものであるときは，支払いの後の相当な期間内に，債
務者に対して，支払いが充当される債務を指定することができる。

(3) 前2項の充当が存在しない場合には，支払いは，以下の基準のひとつを満た
す債務であって，かつ，以下に示された順序の債務から充当される。
 (a) 支払期の到来した債務，または，最初に支払期が到来する債務

 (b) 債権者が最小の担保しか有しない債務

 (c) 債務者にとって最も負担の大きい債務

 (d) 最初に発生した債務

前記の基準のいずれをも満たさない場合には，支払いは，すべての債務に，比
例的に充当される。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の充当に関するわが国の民法は，条文の順序が適用の順序と異なっているため，理解が困難となっています。■この点，国際的な仲裁等で利用されている国際商事契約原則（ユニドロワ契約原則）を参照してみると，条文の順序と弁済の充当の順序が一致しているため，理解が深まると思います。★ユニドロワ国際商事契約原則　第6点1点12条（支払いの充当） は，以下のように規定しています。■★(1)項■同一の債権者に対して複数の金銭債務を負う債務者は，支払時に，その支払いが充当されるべき債務を指定することができる。ただし，この支払いによって，まず，諸費用に，次に，利息に，最後に元本に充当される。■ ★(2)項■債務者が前項の指定をしない場合には，債権者は，債務の弁済期が到来しており，かつ，争いがないものであるときは，支払いの後の相当な期間内に，債務者に対して，支払いが充当される債務を指定することができる。■ ★(3)項■前2項の充当が存在しない場合には，支払いは，以下の基準のひとつを満たす債務であって，かつ，以下に示された順序の債務から充当される。■★(a)号 ▲支払期の到来した債務，または，最初に支払期が到来する債務■ ★(b)号 ▲債権者が最小の担保しか有しない債務■★(c)号 ▲債務者にとって最も負担の大きい債務 ■★(d)号 ▲最初に発生した債務■ ★前記の基準のいずれをも満たさない場合には，支払いは，すべての債務に，比例的に充当される。



10-5. 弁済充当の方法

1. 合意による充当
 民法に明文の規定なし。契約自由の原則による。

2. 費用・利息・元本に関する充当
 民法491条（１がない場合の優先規定）
 当事者の一方による指定（民法488条）に優先する

3. 当事者の一方の指定による充当
 民法488条（１，２がない場合の規定）

4. 法定充当
 民法489条（１，２，３がない場合の任意規定）
 ３があっても，弁済者が異議を述べた場合を含む。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の充当について，規定の順序に即してまとめをします。■★第1順位は，合意による充当です。■★民法に明文の規定がありませんが，契約自由の原則によって最優先順位にあります。■★第2順位は，費用・利息・元本に関する充当です。■★つまり，民法491条（第1順位がない場合の優先規定）です。■★この規定が，当事者の一方による指定（民法488条）に優先します。■★第3順位は，当事者の一方の指定による充当です。■★すなわち，民法488条（第１，第２順位がない場合の規定）が，最後の法定充当に優先します。■★第4順位は，法定充当です。■★すなわち，民法489条の規定で，以上の（第１，第２，第３順位がない場合の任意規定）です。■★ただし，３があっても，弁済者が異議を述べた場合には，例外的に，この法定充当が適用されます。■試験問題などには，このような例外が出題されることが多いので，注意が必要です。



10-5. 弁済充当の練習問題
（2006年度司法試験問題）

 AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っ

ている場合における弁済充当に関する次の１から５までの記述のうち，
正しいものはどれか。
1. 両債務とも利息付きの場合，Aは，Bに対して50万円を支払うと同時に，これを乙債

務の元本の弁済に充当することを指定することができる。

2. AがBに100万円を支払ったが，弁済の充当指定をしなかったので，Bが受領の時にこ
れを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合，Aは，直ちに異議を述べて，乙債
務の弁済に充当することを指定することができる。

3. 両債務とも無利息であり，甲債務の弁済期が到来しており，乙債務の弁済期が未到
来の場合，Aは，Bに100万円を支払うと同時に，これを乙債務の弁済に充当すること
を指定することができる。

4. 甲債務の弁済期が到来し，乙債務の弁済期が未到来の場合，AがBに150万円を支
払ったが，ABともに弁済の充当指定をしなかったときは，甲債務が無利息，乙債務
が利息付きであれば，150万円全額が乙債務の弁済に充当される。

5. 両債務とも無利息で弁済期の定めがないが，甲債務が乙債務より先に成立した場
合，AがBに150万円を支払ったが，ABともに弁済の充当指定をしなかったときは，50
万円が甲債務の弁済に，100万円が乙債務の弁済に充当される。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の充当について，理解が進んだかどうかをチェックする練習問題を出します。■この問題は，2006年度の司法試験のタントウ式の試験問題です。■法科大学院の学生に負けないように，がんばってみましょう。■★AがBに対して100万円のコウ借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合における弁済充当に関する次の１から５までの記述のうち，正しいものはどれか。★第1選択肢■両債務とも利息付きの場合，Aは，Bに対して50万円を支払うと同時に，これを乙債務の元本の弁済に充当することを指定することができる。■★第2選択肢■AがBに100万円を支払ったが，弁済の充当指定をしなかったので，Bが受領の時にこれをコウ債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合，Aは，直ちに異議を述べて，乙債務の弁済に充当することを指定することができる。■★第3選択肢■両債務とも無利息であり，コウ債務の弁済期が到来しており，乙債務の弁済期が未到来の場合，Aは，Bに100万円を支払うと同時に，これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる。■★第4選択肢■コウ債務の弁済期が到来し，乙債務の弁済期が未到来の場合，AがBに150万円を支払ったが，ABともに弁済の充当指定をしなかったときは，コウ債務が無利息，乙債務が利息付きであれば，150万円全額が乙債務の弁済に充当される。■★第5選択肢■両債務とも無利息で弁済期の定めがないが，コウ債務が乙債務より先に成立した場合，AがBに150万円を支払ったが，ABともに弁済の充当指定をしなかったときは，50万円がコウ債務の弁済に，100万円が乙債務の弁済に充当される。■以上の選択肢の中で，正しいものをひとつだけ選んでください。



定期試験仮想問題10題（8/10） →Q ToC

弁済の充当に関する以下の問いに答えなさい。

AがBに対して100万円の甲借入金債務（無利息・弁済
期到来）と200万円の乙借入金債務（無利息・弁済期未
到来）を負っている。

AがBに100万円を支払ったが，弁済の充当指定をしな
かったので，Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充
当する旨をAに告げたが，Aは，直ちに異議を述べて，
乙債務の弁済に充当することを指定したとする。

問：この場合，Aが支払った100万円は，どの債務に充
当されるか。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第8問は，以下のとおりです。■★弁済の充当に関する以下の問いに答えなさい。■★AがBに対して100万円の甲借入金債務（無利息・弁済期到来）と200万円の乙借入金債務（無利息・弁済期未到来）を負っている。■★AがBに100万円を支払ったが，弁済の充当指定をしなかったので，Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げたが，Aは，直ちに異議を述べて，乙債務の弁済に充当することを指定したとする。■★問い■この場合，Aが支払った100万円は，どの債務に充当されるか。



債権総論2

第11回 弁済の提供，供託，
弁済による代位

 11-1. 弁済の提供

 11-2. 弁済供託

 11-3. 弁済による代位
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済について，債権者の協力が必要な場合に，債権者が弁済の受領を拒絶するなど，弁済を完成することができない場合の債務者を保護する制度として，供託があります。■その準備手続きとして設けられている，「弁済の提供」について解説します。■



11-1. 弁済の提供の意義と機能

弁済の提供の意味

大判大10・7・8民録27輯1449頁

 〔弁済の〕提供なるものは…債権者の協力有るに非ざれ

ば履行を完了するを得ざる場合に，債務者が当該事情の
下に於て其為し得る限りのことを為し，唯唯債権者の協
力無きが為めに履行を完了するを得ずと云う程度に迄，
総てのことを為し尽すを謂うものとす。

第492条（弁済の提供の効果）

債務者は，弁済の提供の時から，債務の不履行に
よって生ずべき一切の責任を免れる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最初に「弁済の提供」の意味について，判例の見解を紹介します。■★大審院▲大正10年7月8日判決▲民事判決録▲27輯▲1449頁は，以下のように述べています。■★〔弁済の〕提供なるものは…債権者の協力あるにあらざれば，履行を完了するをえざる場合に，■債務者が当該事情のもとにおいて，そのなしうる限りのことをなし，■ただ，債権者の協力なきがために，履行を完了するを得ずと云う程度にまで，総てのことをなしつくすをいうものとす。■これだけ読むと，もっともな考え方であると思われますが，その後に規定されている弁済供託の制度をあわせて考慮するならば，債務者は，供託までして，初めて，やるべきこと全てをなしえたというべきであり，弁済の提供をしたまま，放置しているのでは，免責に値しないともいえます。★ところが，民法492条（弁済の提供の効果）は，以下のように規定して，供託を行わない債務者を含めて，過剰な保護を与えています。■★債務者は，弁済の提供の時から，債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。■このことが，債権者と債務者間のトラブルを激化させているので，この規定について，旧民法にさかのぼって検討することにします。



11-1. 弁済の提供の効果の行き過ぎ

 弁済提供の立法理由
旧民法の考え方

供託の準備段階に過ぎない。

債務者の遅滞の責任のみを免責
するだけ（旧民法財産編第476条）。

その後に供託をした場合に限って，
債務者を免責し，危険を債権者に
負担させる（同法同編第478条）。

現行民法の立法者

債権者ハ，不履行ニ本ツク一切ノ
責任ヲ免カレ，此時以後，危険ノ負
担ハ，債権者ニ移転スルモノト為
セリ

 弁済の提供の効果の問題
点

供託をしないで放置する債務者
に対する過剰な保護

受領遅滞を通じて，債権者に対
する危険の転嫁

 弁済の提供に関する規定
の修正の必要性
民法492条（弁済の提供の効

果）の修正（加賀山私案）

債務者は，供託によって債務を消
滅させた時に限り，弁済の提供の
時から，履行遅滞の責任を免れる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★わが国の弁済提供の制度が，債務者に過剰な保護を与えている点について，立法理由にさかのぼって検討します。■★弁済の提供の効果に関する民法492条は，民法理由書によれば，旧民法▲財産編第476条，および，第478条を修正したものです。■★旧民法は，フランス民法に倣って，弁済の提供につき，それは供託の準備にすぎず，■★債務者の遅滞の責任のみを免責するだけであり（旧民法▲財産編▲第476条），■★その後に供託をした場合に限って，債務者を免責し，危険を債権者に負担させるとしていました（同法▲同編▲第478条）。■★これに対して，現行民法の起草者は，■★弁済の「債権者は，不履行にもとづく一切の責任をまぬかれ，このとき以後，危険の負担は，債権者に移転するものとなせり」として，民法492条によって，弁済の提供に，供託とは独立した効果を付与しました。■★しかし，これは，国際的に見ても，行き過ぎです。■★供託をせずに，弁済提供のまま供託を怠る債務者を過剰に保護する必要はありません。■★しかも，このことが，ドイツ民法に倣って取り入れられた「受領遅滞」の制度と結びつくことによって，債権者に大きなしわ寄せが生じています。■すなわち，さまざまな理由（例えば，弁済目的物に重大な瑕疵があるなど）に基づいて弁済を拒絶した債権者は，履行不能の際の危険を転嫁され（改正法案▲第413条2項，第413条の2），結果的に解除権を奪われる（改正法案▲第543条）という，国際的な傾向からは全く外れた不当な結果を甘受しなければならなくなっているからです。■★これらの不当な結果が生じる根本原因は，弁済の提供にあまりにも強い効果を与えすぎたことにあるのですから，民法492条は，以下のように修正されるべきだと，私は考えています。■★すなわち，債務者は，供託によって債務を消滅させた時に限り，弁済の提供の時から，履行遅滞の責任を免れる。



11-1. 弁済提供の方法

第493条（弁済の提供の方法）

〔現実の提供〕弁済の提供は，債務の本旨
に従って現実にしなければならない。

〔口頭の提供〕ただし，債権者があらかじめ
その受領を拒み，又は債務の履行について
債権者の行為を要するときは，弁済の準備
をしたことを通知してその受領の催告をすれ
ば足りる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★絶大な効果を生じる弁済提供のヨウケンについて，民法493条（弁済の提供の方法）は，以下のように規定しています。■★第1に，〔現実の提供〕については，「弁済の提供は，債務の本旨に従って現実にしなければならない」と規定しています。■ところが，★第2に，〔口頭の提供〕について，「ただし，債権者があらかじめその受領を拒み，又は債務の履行について債権者の行為を要するときは，弁済の準備をしたことを通知して，その受領の催告をすれば足りる」と規定しています。■債務に関する一切の責任を免れるという効果に対して，これらのヨウケンは，余りにもゆるすぎるものです。■このようなゆるい要件で認められる弁済提供の効果は，やはり，供託まで行なった上で，その時点にさかのぼって認められるものとされるべきでしょう。



11-2. 供託
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済の提供に続いて，本来的な債務の消滅原因としての「供託」について検討します。



11-2. 供託の意義

 供託とは，債権者が弁済を受領しない場合に，債務者その
他の弁済者がその債権を消滅させる目的をもって弁済の目
的物を供託所（法務局）に寄託し，これによって債務を免れる
制度である。

 したがって，供託の効果は，弁済と同様，債務の消滅である。

 債権者の協力がない場合には，「弁済の提供」によって，債
務不履行責任を免れることができるが，それによっては，債
務の履行責任まで免れることはできな い。

 その点，供託は，債務者の協力がない場合にも，債務者が
債務の不履行責任ばかりでなく，債務の履行責任をも免れ
ることができることに実益がある。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★供託とは，債権者が弁済を受領しない場合に，債務者その他の弁済者がその債権を消滅させる目的をもって弁済の目的物を供託所（法務局）に寄託し，これによって債務を免れる制度です。■★したがって，供託の効果は，弁済と同様，債務の消滅です。■★弁済に債権者の協力が必要であるにもかかわらず，債権者の協力が得られない場合には，債務者は，「弁済の提供」によって，一時的に，債務不履行責任を免れることができます。■しかし，それによっては，債務の履行責任まで免れることはできません。■★その点，供託は，債務者の協力がない場合にも，債務者が債務の不履行責任ばかりでなく，債務の履行責任をも免れることができることに実益があります。



11-2. 供託の意義と要件

現行法

 第494条（供託）

債権者が弁済の受領を拒み，又
はこれを受領することができない
ときは，

弁済をすることができる者（以下
この目に おいて「弁済者」とい

う。）は，債権者のために弁済の
目的物を供託してその債務を免
れることができる。

弁済者が過失なく債権者を確知
することができないと きも，同様と
する。

改正案

 第494条（供託）
 ①弁済者は，次に掲げる場合には，

債権者のために弁済の目的物を供
託することができる。この場合におい
ては，弁済者が供託をした時に，そ
の債権は，消滅する。

 一 弁済の提供をした場合において，
債権者がその受領を拒んだとき。

 二 債権者が弁済を受領することが
できないとき。

 ②弁済者が債権者を確知することが
できないときも，前項と同様とする。
ただし，弁済者に過失があるときは，
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494条（供託）は，供託の冒頭条文として，供託のヨウケンと効果を以下のように規定しています。■★民法494条■債権者が弁済の受領を拒み，又はこれを受領することができないときは，■★弁済をすることができる者（以下このモクに おいて「弁済者」という。）は，債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。■★弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも，同様とする。■この条文は，ヨウケンと効果が一緒に規定されており，しかも，弁済の提供との関係がわかりにくいため，民法改正案では，以下のように，ヨウケンと効果を分離するとともに，弁済の提供をしたにもかかわらず，受領を拒絶されたときは，必ず，供託ができることを明確に規定しています。■★すなわち，民法改正案▲第494条（供託）は，以下のように規定しています。■★改正案▲第494条▲第1項■弁済者は，つぎに掲げる場合には，債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては，弁済者が供託をした時に，その債権は，消滅する。■★第1項▲第一号■弁済の提供をした場合において，債権者がその受領を拒んだとき。■★第1項▲第二号■債権者が弁済を受領することができないとき。■★改正案▲第494条▲第2項■弁済者が債権者を確知することができないときも，前項と同様とする。ただし，弁済者に過失があるときは，この限りでない。



11-2. 供託に適さない物の供託の方法

現行法

 第497条（供託に適しない
物等）

 弁済の目的物が供託に適し
ないとき，又はその物につい
て滅失若しくは損傷のおそ
れがあるときは，

 弁済者は，裁判所の許可を
得て，これを競売に付し，そ
の代金を供託することができ
る。

 その物の保存について過分
の費用を要するときも，同様
とする。

改正案

 第497条（供託に適しない物等）

 弁済者は，次に掲げる場合には，裁判所

の許可を得て，弁済の目的物を競売に

付し，その代金を供託することができる。

 一 その物が供託に適しないとき。

 二 その物について滅失，損傷その他の

事由による価格の低落のおそれがあるとき。

 三 その物の保存について過分の費用を

要するとき。

 四 前三号に掲げる場合のほか，その物

を供託することが困難な事情があるとき。
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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497条（供託に適しない物等）は，以下のように規定しています。■★弁済の目的物が供託に適しないとき，又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは，■★弁済者は，裁判所の許可を得て，これをケイバイに付し，その代金を供託することができる。■★その物の保存について過分の費用を要するときも，同様とする。■現行法の規定の仕方は，供託に適しない物のヨウケンと効果がいり混じっていて，少しばかり分かりにくくなっています。■民法改正案は，ヨウケンと効果をはっきりと区別することによって，分かりやすくしようとしています。■★民法改正案▲第497条（供託に適しない物等）は，以下のように規定しています。■★弁済者は，つぎに掲げる場合には，裁判所の許可を得て，弁済の目的物をケイバイに付し，その代金を供託することができる。■★第一号■その物が供託に適しないとき。■★第二号■その物について滅失，損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。■★第三号■その物の保存について過分の費用を要するとき。■★第四号■ゼン三号に掲げる場合のほか，その物を供託することが困難な事情があるとき。



11-2. 供託物還付（交付）請求権

現行法

 第498条（供託物の受領の
要件）
債務者が債権者の給付に対し

て弁済をすべき場合には，債権
者は，その給付をしなければ，
供託物を受け取ることができな
い。

 反対給付が必要な場合の
還付請求の要件
反対給付の約定等がある場合

には，「反対給付があったことを
証する書面」が必要となる。

改正案

 第498条（供託物の還付請
求等）

①弁済の目的物又は前条の代
金が供託された場合には，債権
者は，供託物の還付を請求する
ことができる。

②債務者が債権者の給付に対
して弁済をすべき場合には，債
権者は，その給付をしなければ，
供託物を受け取ることができな
い。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法498条（供託物の受領の要件）は，供託物の還付請求権について，以下のように，反対給付が必要な場合についてのみ規定しています。■すなわち，★債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には，債権者は，その給付をしなければ，供託物を受け取ることができない。■しかし，通常の場合の還付請求権の要件については，当然のこととして規定していません。■★そこで，改正案▲第498条（供託物の還付請求等）では，第1項を追加しています。■★改正案▲第498条▲第1項■弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には，債権者は，供託物の還付を請求することができる。■現行民法498条の本文は，以下のように，内容はそのままに，第2項に繰り下げられています。■★改正案▲第498条▲第2項■債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には，債権者は，その給付をしなければ，供託物を受け取ることができない。■★反対給付が必要な場合の還付請求の要件は，■★反対給付の約定等がある場合には，「反対給付があったことを証する書面」が必要となります。



11-2. 供託物の取戻し

第496条（供託物の取戻し）

①債権者が供託を受諾せず，又は供託を有効と
宣告した判決が確定しない間は，弁済者は，供託
物を取り戻すことができる。この場合においては，
供託をしなかったものとみなす。

②前項の規定は，供託によって質権又は抵当権
が消滅した場合には，適用しない。

目的不到達による供託の終了

弁済者の取戻請求により，供託関係は本来の目
的を達しないまま終了する。
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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496条（供託物の取戻し）は，以下のように規定しています。■★民法496条▲第1項■債権者が供託を受諾せず，又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は，弁済者は，供託物を取り戻すことができる。この場合においては，供託をしなかったものとみなす。■★民法496条▲第2項■前項の規定は，供託によってシチ権又は抵当権が消滅した場合には，適用しない。■供託物の取戻しが行われた場合には，■★目的不到達によって供託が終了することになります。■★つまり，弁済者の取り戻し請求により，供託関係は本来の目的を達しないまま終了します。



11-3. 弁済による代位
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
弁済の最後に，弁済による代位について検討をします。



11-3. 弁済による代位の効果

 第501条（弁済による代位の効果）
前2条の規定により債権者に代位した者は，自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲

内において，債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することが
できる。この場合においては，次の各号の定めるところに従わなければならない。

 一 保証人は，あらかじめ先取特権，不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなけ
れば，その先取特権，不動産質権又は抵当権の目的【物】である不動産の第三取得者に対し
て債権者に代位することができない。

 二 第三取得者は，保証人に対して債権者に代位しない。

 三 第三取得者の1人は，各不動産の価格に応じて，他の第三取得者に対して債権者に代位
する。

 四 物上保証人の1人は，各財産の価格に応じて，他の物上保証人に対して債権者に代位す
る。

 五 保証人と物上保証人との間においては，その数に応じて，債権者に代位する。ただし，物
上保証人が数人あるときは，保証人の負担部分を除いた残額について，各財産の価格に応じ
て，債権者に代位する。

 六 前号の場合において，その財産が不動産であるときは，第一号の規定を準用する。 〔号
の追加〕
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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501条（弁済による代位の効果）は，以下のように規定しています。■★民法501条■前2条の規定により債権者に代位した者は，自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において，債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては，次の各号の定めるところに従わなければならない。■★民法501条▲第一号■保証人は，あらかじめサキドリ特権，不動産シチ権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ，そのサキドリ特権，不動産シチ権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。■★民法501条▲第二号■第三取得者は，保証人に対して債権者に代位しない。■★民法501条▲第三号■第三取得者の一人は，各不動産の価格に応じて，他の第三取得者に対して債権者に代位する。■★民法501条▲第四号■物上保証人の一人は，各財産の価格に応じて，他の物上保証人に対して債権者に代位する。■★民法501条▲第五号■保証人と物上保証人との間においては，その数に応じて，債権者に代位する。ただし，物上保証人が数人あるときは，保証人の負担部分を除いた残額について，各財産の価格に応じて，債権者に代位する。■★民法501条▲第六号■ゼン号の場合において，その財産が不動産であるときは，第一号の規定を準用する。
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 AのBに対する6,000万円の債権について，C，D
が保証人となり，E，Fが物上保証人となった。

 Eは価格4,000万円の不動産について債権者A
のために抵当権を設定し，Fは6,000万円の不動
産に債権者Aのために抵当権を設定したとする。

保証人Cが債務者Bに代わって6,000万円を弁済
した場合に，保証人Cは，債権者Aに代位して，F
の不動産に対する抵当権を実行して，6,000万
円全額の回収ができるか。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　弁済による代位の中で，最も困難な問題を生じさせているのが，代位権者が競合する場合です。■ここでは，判決で問題となった実際の事例の数値を簡略化した練習問題を解くことによって理解を深めることにしましょう。■最初は，比較的簡単な練習問題１を解いてみます。★AのBに対する6,000万円の債権について，C，Dが保証人となり，E，Fが物上保証人となったとします。■★また，Eは価格4,000万円の不動産について債権者Aのために抵当権を設定し，Fは6,000万円の不動産に債権者Aのために抵当権を設定したとします。■★保証人Cが債務者Bに代わって6,000万円を弁済した場合に，保証人Cは，債権者Aに代位して，Fの不動産に対する抵当権を実行して，6,000万円全額の回収ができるか，というのが問題です。 



11-3. 練習問題1の解説
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 保証人Cは，6,000万円支
払った場合，C自身の負
担部分は，1，500万円と
計算されるので，それを
超えて支払った分につき，
それぞれの保証人の負
担部分の範囲で求償す
ることができることになる
（民法465条）。

 すなわち，Dに対しては
1,500万円，Eに対しては
1,200万円，Fに対しては，
1,800万円ということにな
る。

 したがって，CはFの不動
産については，抵当権を
実行しても，1,800万円の
範囲でしか配当を受ける
ことができない。

資格 責任財産 負担部分 計算式

債務者 B 全財産 6,000 6,000×（1/1）

保証人 C 全財産 1,500 6,000×（1/4）

保証人 D 全財産 1,500 6,000×（1/4）

物上保証人
（第三取得者）

E 4,000万
円

1,200
6,000×2/4×
（4,000/(6,000

+4,000)）

物上保証人
（第三取得者）

F 6,000万
円

1,800
6,000×2/4×
（6,000/(6,000

+4,000)）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　練習問題1の解説をします。■★保証人Cが，6,000万円支払った場合，C自身の負担部分は，1,500万円と計算されますから，それを超えて支払った分につき，それぞれの保証人の負担部分の範囲で求償することができることになります（民法465条）。■弁済による代位は，求償権の範囲で，弁済者が債権者の権利を行使できるので，■★Cは，Dに対しては1,500万円▲，Eに対しては1,200万円▲，Fに対しては，1,800万円の範囲で代位できることになります。■★したがって，Cは，Fの不動産については，抵当権を実行しても，6,000万円全額ではなく，1,800万円の範囲でしか配当を受けることができません。 
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債権者Aは，Bに対して6,000万円の債権を担保さ
せるため，C，D，E，Yを連帯保証人とし，さらに，C
とYとは，その所有するそれぞれの甲不動産
（2,000万円），乙不動産（3,000万円）に抵当権を
設定させた。

その後YはBに代わってBの債務全額を弁済し，A
に代位してCの抵当権を実行した。

 Cの不動産に後順位抵当権を有するXは，Cの負
担部分が最も少なくなる説として，以下のC説を
主張している。

 Xの主張は認められるか。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　練習問題1を解いたので，判例の事例とほぼ同じ，練習問題2に移ります。■練習問題2は，民法の条文には規定のない，保証人と物上保証人を兼ねた人がいる場合の，代位の範囲に関する問題です。■難しい問題ですが，判例が，解決の指針を示していますので，しっかり学習するようにしましょう。■さて，問題です。■★債権者Aは，Bに対して6,000万円の債権を担保させるため，C，▲D，▲E，▲Yを連帯保証人とし，さらに，CとYとは，その所有するそれぞれのコウ不動産（2,000万円），乙不動産（3,000万円）に抵当権を設定させました。■★その後YはBに代わって，Bの債務全額を弁済し，Aに代位してCの抵当権を実行しました。■のちに詳しく検討するように，この問題については，A説，▲B説▲，C説▲，D説という四つの説が主張されています。■★Cの不動産に後順位抵当権を有するXは，Cの負担部分が最も少なくなる説として，次に述べるC説を主張しています。■★Xの主張は認められるでしょうか。
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 A説（最高裁）

 物上保証人を
兼ねる保証人
もすべて一人
の保証人とみ
なす。

 C，Yの物上保

証人としての性
質が無視され
るのが難点。

資格 責任財産 負担部分 計算式

債務者 B 全財産 6,000万 6,000×（1/1）

保証人 C
全財産+

1,500万 6,000×（1/4）
2,000万円

保証人 D 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 E 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 Y
全財産+

1,500万 6,000×（1/4）
3,000万

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　練習問題2については，先に述べたように，A説，▲B説，▲C説，▲D説という四つの説が主張されています。■それぞれの説を順に検討していきます。■★第1の説は，A説です。最高裁の見解です。■★A説は，物上保証人を兼ねる保証人もすべて一人の保証人とみなすという見解です。■★A説の見解によれば，C，▲D，▲E，▲Yの負担部分は，平等となります。■A説は，単純で分かりやすいのですが，■★C，▲Yは，保証人であるとともに，物上保証人でもあるにもかかわらず，C，▲Yが物上保証人であるという事実が無視されるのが難点だとされています。
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 B説

 物上保証人を
兼ねる保証人
は，物上保証人
とみなす。

 C，Yの保証人と

しての性質が無
視される上，Cが

単なる保証人よ
りも負担が少な
くなるのが難点。

資格 責任財産 負担部分 計算式

債務者 B 全財産 6,000万 6,000×（1/1）

保証人 D 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 E 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

物上保証人 C
全財産+

1,200万

6,000×2/4×

2,000万
（2,000/(2,000

+3,000)）

物上保証人 Y
全財産+

1,800万

6,000×2/4×

3,000万
（3,000/(2,000

+3,000)）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第2のB説は，■★物上保証人を兼ねる保証人は，物上保証人とみなすという見解です。■★B説によれば，C，Yは，物上保証人として，それぞれ，1,200万円，1,800万円の負担部分を負うことになります。■★B説については，C，Yの保証人としての性質が無視される上，Cが単なる保証人（1,500万円）よりも負担が少なくなるのが難点だとされています。
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 C説

 物上保証人を兼
ねる保証人は，
保証人と物上保
証人の二人であ
るとみなす。

 Y，Cの負担部分

が極端に増加す
る一方で，Cの物

的負担が極端に
少なくなるのが
難点。

資格 責任財産 負担部分 計算式

債務者 B 全財産 6,000万 6,000×（1/1）

保証人 C 全財産 1,000万 6,000×（1/6）

保証人 D 全財産 1,000万 6,000×（1/6）

保証人 E 全財産 1,000万 6,000×（1/6）

保証人 Y 全財産 1,000万 6,000×（1/6）

物上保証人 C 2,000万 800万

6,000×2/6×

（2,000/(2,000
+3,000)）

物上保証人 Y 3,000万 1,200万

6,000×2/6×

（3,000/(2,000
+3,000)）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第3のC説は，■★物上保証人を兼ねる保証人は，保証人と物上保証人の二人であるとみなすという見解です。■★保証人4人，物上保証人2人として計算されるため，C，▲Yの負担部分は，それぞれ，1,800万円，▲2,200万円となります。■★Y，Cの負担部分が極端に増加する一方で，Cの物的負担が，800万円と極端に少なくなるのが難点とされています。■この説によると，Cに劣後する抵当権者▲Xの配当額が最も大きくなるため，Xは，この説を支持しています。



11-3. 練習問題2の解説4
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 D説
 物上保証人を兼

ねる保証人は，
保証人と物上保
証人という競合
した責任を負担
する。

 Dが全額弁済し
て，Aに代位し，
Yの不動産の抵
当権を実行して
1,800万円配当
を受け，C，Eから
1,500万円ずつ
回収すると，回
り求償が生じる
という難点があ
る。

資格 責任財産 負担部分 計算式

債務者 B 全財産 6,000万 6,000×（1/1）

保証人 C 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 D 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 E 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

保証人 Y 全財産 1,500万 6,000×（1/4）

物上保証人 C 2,000万 1,200万

6,000×2/4×

（2,000/(2,000+
3,000)）

物上保証人 Y 3,000万 1,800万

6,000×2/4×

（3,000/(2,000+
3,000）)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第4のD説は，■★物上保証人を兼ねる保証人は，保証人と物上保証人という競合した責任を負担するという見解です。■★D説によると，C，▲Yの負担部分は，それぞれ，2,700万円，▲3,300万円となります。■★例えば，Dが全額弁済して，Aに代位し，Yの不動産の抵当権を実行して1,800万円の配当を受け，C，▲Eから1,500万円ずつ回収すると，回り求償が生じるという難点があります。■そもそも，6,000万円の債務について，保証人らが，総額9,000万円の負担を負うというのですから，前提に反した割付が行われているのであって，回り求償が生じるとしても，不思議ではありません。



11-3. 最一判昭61・11・27
民集40巻7号1205頁(1/2)
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 〔I〕民法501条但書四号，五号の規定は，保証人又は物上保証人が複
数存在する場合における弁済による代位に関し，右代位者相互間の
利害を公平かつ合理的に調整するについて，代位者の通常の意思な
いし期待によって代位の割合を決定するとの原則に基づき，代位の割
合の決定基準として，担保物の価格に応じた割合と頭数による平等
の割合を定めているが，右規定は，物上保証人相互間，保証人相互
間，そして保証人及び物上保証人が存在する場合における保証人全
員と物上保証人全員との間の代位の割合は定めているものの，代位
者の中に保証人及び物上保証人の二重の資恪をもつ者が含まれる
場合における代位の割合の決定基準については直接定めていない。

 〔R〕したがって，右の場合における代位の割合の決定基準については，
二重の資格をもつ者を含む代位者の通常の意思ないし期待なるもの
を捉えることができるのであれば，右規定の原則に基づき，その意思
ないし期待に適合する決定基準を求めるべきであるが，それができな
いときは，右規定の基本的な趣旨・目的である公平の理念にたち返っ
て，代位者の頭数による平等の割合をもって決定基準とするほかはな
いものといわざるをえない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　練習問題2と類似の事件に関して，最高裁▲昭和61年11月27日判決▲民事判例集▲40巻7号1205頁は，以下のように判示しています。■判決の構成が，以下で示すように，アイラックとなっている点でも，注目すべき判決となっています。■★第1は，争点です。■民法501条但書四号，五号の規定は，保証人又は物上保証人が，複数存在する場合における弁済による代位に関し，右代位者相互間の利害を公平かつ合理的に調整するについて，代位者の通常の意思ないし期待によって代位の割合を決定するとの原則に基づき，代位の割合の決定基準として，担保物の価格に応じた割合と，アタマ数による平等の割合を定めているが，右規定は，物上保証人相互間，保証人相互間，そして保証人及び物上保証人が存在する場合における保証人全員と物上保証人全員との間の代位の割合は定めているものの，代位者の中に保証人及び物上保証人の二重の資格をもつ者が含まれる場合における，代位の割合の決定基準については直接定めていない。■★第2は，ルールです。■★したがって，右の場合における代位の割合の決定基準については，二重の資格をもつ者を含む，代位者の通常の意思ないし期待なるものを捉えることができるのであれば，右規定の原則に基づき，その意思ないし期待に適合する決定基準を求めるべきであるが，それができないときは，右規定の基本的な趣旨・目的である公平の理念にたち返って，代位者のアタマ数による平等の割合をもって決定基準とするほかはないものといわざるをえない。



11-3. 最一判昭61・11・27
民集40巻7号1205頁(2/2)
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 〔A〕しかして，右の場合に，二重の資格をもつ者は他の代位者との関係
では保証人の資恪と物上保証人の資格による負担を独立して負う，すな
わち，二重の資格をもつ者は代位者の頭数のうえでは二人である，とし
て代位の割合を決定すべきであると考えるのが代位者の通常の意思な
いし期待でないことは，取引の通念に照らして明らかであり，また，仮に
二重の資格をもつ者を頭数のうえであくまで一人と扱い，かつ，その者の
担保物の価格を精確に反映させて代位の割合を決定すべきであると考
えるのが代位者の通常の意思ないし期待であるとしても，右の二つの要
請を同時に満足させる簡明にしてかつ実効性ある基準を見出すこともで
きない。

 〔C〕そうすると，複数の保証人及び物上保証人の中に二重の資格をもつ
者が含まれる場合における代位の割合は，民法501条但書四号，五号の
基本的な趣旨・目的である公平の理念に基づいて，二重の資格をもつ者
も一人と扱い，全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当
である。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁▲昭和61年11月27日判決▲民事判例集▲40巻7号1205頁▲のハンシの続きです。■第3は，様々な説を考慮した上での議論です。■★しかして，右の場合に，二重の資格をもつ者は他の代位者との関係では保証人の資格と物上保証人の資格による負担を独立して負う，すなわち，二重の資格をもつ者は代位者のアタマ数のうえでは二人である，として代位の割合を決定すべきであると考えるのが代位者の通常の意思ないし期待でないことは，取引の通念に照らして明らかであり，また，仮に二重の資格をもつ者をアタマ数のうえであくまで一人と扱い，かつ，その者の担保物の価格を精確に反映させて代位の割合を決定すべきであると考えるのが代位者の通常の意思ないし期待であるとしても，右の二つの要請を同時に満足させる，簡明にしてかつ実効性ある基準を見出すこともできない。■第4は，議論を踏まえた結論です。■★そうすると，複数の保証人及び物上保証人の中に二重の資格をもつ者が含まれる場合における代位の割合は，民法501条但書四号，五号の基本的な趣旨・目的である公平の理念に基づいて，二重の資格をもつ者も一人と扱い，全員のアタマ数に応じた平等の割合であると解するのが相当である。■最高裁▲昭和61年11月27日判決▲民事判例集▲40巻7号1205頁▲のハンシは，アイラックによって説得的に述べられていますが，残念なことに，保証人と物上保証人という二重の資格を持つ者を保証人として扱う理由が明確ではありません。■この点については，保証を債務なき無限責任と考え，物上保証を債務なき有限責任と考える加賀山説によれば，無限責任は有限責任を包摂するという理由によって，保証人と物上保証人の責任を保証人の責任に一本化することが可能であると，私は考えています。



定期試験仮想問題10題（9/10） →Q ToC

弁済による代位に関する以下の問題に答えなさい。

債権者Aは，Bに対して6,000万円の債権を担保させるため，
C，D，E，Yを連帯保証人とし，さらに，CとYとは，その所有す
るそれぞれの甲不動産（2,000万円），乙不動産（3,000万
円）に抵当権を設定させた。

その後YはBに代わってBの債務全額を弁済し，Aに代位して
Cの抵当権を実行した。

Cの不動産に後順位抵当権を有するXは，Cの負担部分が
最も少なくなる説を主張している。

Xの主張は認められるか。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題▲第9問は，以下のとおりです。■★弁済による代位に関する以下の問題に答えなさい。■★債権者Aは，Bに対して6,000万円の債権を担保させるため，C，D，E，Yを連帯保証人とし，さらに，CとYとは，その所有するそれぞれの甲不動産（2,000万円），乙不動産（3,000万円）に抵当権を設定させた。■★その後YはBに代わってBの債務全額を弁済し，Aに代位してCの抵当権を実行した。■★Cの不動産に後順位抵当権を有するXは，Cの負担部分が最も少なくなる説を主張している。■★問い■Xの主張は認められるか。



債権総論2

第12回 相殺の要件と機能

 12-1. 相殺の意義，具体例

 12-2. 相殺の要件

 12-3. 相殺の機能

 12-4. 相殺の効果
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12-1. 相殺の意義
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 定義

相殺とは，当事者が互いに相手に対して同種の債権をもっている場合
に，一方から相手方に対する意思表示によってその債務を対当額で消
滅させることをいう。

 第505条（相殺の要件等）

①二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において，双
方の債務が弁済期にあるときは，各債務者は，その対当額について相
殺によってその債務を免れることができる。ただし，債務の性質がこれ
を許さないときは，この限りでない。

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

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイとはなんでしょうか?★ソウサイは，以下のように定義されています。■★ソウサイとは，当事者が互いに相手に対して同種の債権をもっている場合に，一方から相手方に対する意思表示によって，その債務を対当額で消滅させることをいいます。■★ソウサイの冒頭条文である民法第505条（ソウサイの要件等）は，以下のように規定しています。■★民法505条▲第1項■二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において，双方の債務が弁済期にあるときは，各債務者は，その対当額についてソウサイによってその債務を免れることができる。ただし，債務の性質がこれを許さないときは，この限りでない。■★民法505条▲第1項■前項の規定は，当事者が反対の意思を表示した場合には，適用しない。■ただし，その意思表示は，善意の第三者に対抗することができない。



貸金債権（30万円）

預金債権（0）

12-1. 相殺の具体例

 AがB銀行に50万円預金をし，BがAに対して80万円
貸し付けた場合に，A又はBが相殺の意思表示をす
れば，ＡのＢに対する50万円の債権が消滅し，Ａの
Ｂに対する30万円の債務が残ることになる。
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貸金債権（80万円）

預金債権（50万円）

B
銀行

A
顧客

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイの意味を抽象的に説明したので，具体例を挙げて，ソウサイについて，明確なイメージを持つようにしましょう。■ソウサイに関する典型的な例は以下のとおりです。■★ＡがＢ銀行に50万円預金をし，ＢがＡに対して80万円貸し付けた場合に，Ａ又はＢがソウサイの意思表示をすれば，ＡのＢに対する50万円の債権が消滅し，ＡのＢに対する30万円の債務が残ることになる。■この例について，図解することにします。■★B銀行と■★顧客Aとの間の銀行取引です。■★顧客AがB銀行から80万円の借り入れをしたとします。■★顧客Aは，B銀行に50万円の預金をしているとします。■顧客Aが，期限が来ても，借入金の返済をできなくなったとしましょう。■★その場合，B銀行は，顧客Aの財産に対して面倒な手続きである強制執行をするよりも，ソウサイの意思表示をするだけで，50万円の債権を回収することができます。■貸金残高の30万円については，B銀行は，別途，回収の道を探ることになります。



12-1. 相殺に関する基本用語

二つの債権

相殺をする側の債権を「自働」債権，される側の債権を
「受働」債権（反対債権）という。

自働債権と受働債権は，発音が紛らわしいので，「受
働」債権の方を「反対」債権と言うことがある。

当事者
相殺をする側を「相殺権者」という。

相殺の効果
対「当」額で消滅する。対「等」額ではないので，注意を
要する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイについては，紛らわしい用語が出てきますので，間違えないように注意することが必要です。■★二つの債権■★当事者■★ソウサイの効果の3つの点について，紛らわしい用語を注意深く区別するようにしましょう。■第1に，ソウサイは二つの債権が対立していることが出発点になります。■★ソウサイをする側の債権を「ジドウ」債権，される側の債権を「ジュドウ」債権（反対債権）といいます。■★ジドウ債権とジュドウ債権とは，発音が紛らわしいので，「ジュドウ」債権の方を「反対」債権ということがあります。■第2に，当事者のうち，■★ソウサイをする側を「ソウサイ権者」といいます。■第3に，ソウサイの効果は，債権の消滅ですが，■★両債権は，対「当」額で消滅します。発音は同じですが，タイトウガクのトウは，平等のトウではなく，相当のトウの字を当てますので，注意が必要です。



12-2. 相殺の機能

 簡易決済の機能
AがBに80万円を支払い，BがAに50万円を支払うという手間を省いて相

殺し，AがBに30万円を支払うことによって決済できる。

 公平の機能
Ａが破産した場合，ＢはＡに対し50万円全額支払わなければならないの

に，Ｂの80万円の債権は，債権額に応じて配当されるにとどまって不公
平。対当額において債権が決済されたものと取り扱うのが公平。

 担保的機能
ＢはＡの財産状態が悪化しても，50万円については相殺の意思表示を

すれば，それだけで簡単に，かつ確実に他の債権者に先立って回収で
きる。

意思表示だけで，一瞬にして債権の回収が実現できるのであり，相殺
は，どの担保物権よりも強力な担保的機能を果たすことになる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイには，三つの機能があります。■★簡易決済の機能，■★公平の機能，■★担保的機能の三つです。■第1の簡易決済の機能とは，■★例えば，AがBに80万円を支払い，BがAに50万円を支払うという手間を省いて，差し引き計算して，AがBに30万円を支払うことによって決済できるという機能です。■第2の公平の機能とは，■★例えば，Ａが破産した場合，ＢはＡに対して50万円▲全額支払わなければならないのに，Ｂの80万円の債権は，債権額に応じて配当されるにとどまって不公平ですから，■公平を確保するため，対当額において債権が決済されたものと取り扱う機能です。■第3の担保的機能とは，★例えば，ＢはＡの財産状態が悪化しても，50万円についてはソウサイの意思表示をすれば，それだけで簡単に，かつ確実に，他の債権者に先立って回収できるという機能です。■★意思表示だけで，一瞬にして債権の回収が実現できるのですから，ソウサイは，抵当権などのどの担保物権よりも強力な担保的機能を果たすことになります。



12-3. 相殺の要件

 代替性・相互性の要件

同種の債権（通常は金銭債権）が債権者・債務者間に相対立して存在
すること。

 相殺適状
双方の債権ともに弁済期にあるとき。

 相殺障害要件
債務の性質が相殺を許さないとき（民法501条1項ただし書き）

相殺禁止の特約があるとき（民法505条2項）。

互いに労務を供給する債務，互いに競業しない不作為債務のように，
相殺をして消滅させたのでは意味のない債権の場合。

受働債権を消滅させずに現実に支払を確保する必要があるとき（民法
509条，510条，511条，会社法208条3項，労基法17条）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイの要件は，複雑なので，積極的ヨウケンと消極的ヨウケンとに分けて理解するのがよいでしょう。■積極的ヨウケンとしては，★代替性・相互性の要件と■★ソウサイ適状という二つのヨウケンがあり，■★ソウサイができなくなる消極的ヨウケンとして，つぎに述べるように，四つの障害ヨウケンがあります。■最初に，二つの積極的要件について説明します。■第1の代替性・相互性の要件とは，■★同種の債権（通常は金銭債権）が債権者・債務者間にアイ対立して存在することです。■第2のソウサイ適状の要件とは，■★双方の債権ともに弁済期にあることです。■つぎに，ソウサイの消極的ヨウケン，すなわち，障害ヨウケンについて説明します。■★第1に，債務の性質がソウサイを許さないとき（民法501条1項ただし書き）には，ソウサイはできません。■★第2に，ソウサイ禁止の特約があるとき（民法505条2項）には，ソウサイができません。■★第3に，互いに労務を供給する債務，互いに競業しない不作為債務のように，ソウサイをして消滅させたのでは意味のない債権の場合には，ソウサイはできません。■★第4に，ジュドウ債権を消滅させずに現実に支払を確保する必要があるとき（民法509条，510条，511条，会社法208条3項，労基法17条）にも，ソウサイはできません。



12-4. 相殺の効果

弁済的効力

相殺の意思表示は単独行為であり（民法506条1項），

意思表示があれば，双方の債権は，対当額で消滅する
（民法505条１項）。

遡及効

相殺の意思表示により，双方の債権を相殺適状の時
にさかのぼって消滅する（民法506条2項）。

遡及効は，将来的に相殺適状が生じる場合を含めて，
相殺適状による債権の消滅を当事者が援用するという
「同時履行かつ消滅の抗弁」としての性質を有する。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 232

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイのヨウケンについて説明をしたので，つぎに，ソウサイの効果について，説明します。■ソウサイの効果としては，あとで詳しく説明する担保的効力のほかに，■★弁済的効力，■★遡及効があります。■★第1の弁済的効力とは，ソウサイの意思表示は単独行為であり（民法506条1項），意思表示があれば，双方の債権は，対当額で消滅する（民法505条１項）という効力です。■★第2の，遡及効とは，ソウサイの意思表示により，双方の債権をソウサイ適状の時にさかのぼって消滅させる（民法506条2項）という効果です。■★遡及効は，将来的にソウサイ適状が生じる場合を含めて，ソウサイ適状による債権の消滅を当事者が援用するという「同時履行かつ消滅の抗弁」としての性質を有しています。



債権総論2

相殺の担保的機能

 12-5. 相殺の担保的機能の意味

 12-6. 学説の状況

 12-7. 昭和39年最高裁大法廷判決（制限説）

 12-8. 昭和45年最高裁大法廷判決（無制限説）

 12-9. 平成24年判決

 12-10. 民法改正案

 12-11. 民法612条，511条の解釈（例文解釈）
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相殺の担保的機能（1/7）

意義→図解，表１，表10

最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁

相殺の制度は，互いに同種の債権を有する当事者間
において，相対立する債権債務を簡易な方法によっ
て決済し，もって両者の債権関係を円滑かつ公平に
処理することを目的とする合理的な制度であって，

相殺権を行使する債権者の立場からすれば，債務者
の資力が不十分な場合においても，自己の債権につ
いては確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を
受けることができる点において，

受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地
位が与えられるという機能を営むものである。
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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▲大法廷▲昭和45年6月24日判決▲民事判例集▲24巻6号587頁は，ソウサイの担保的機能について▲以下のように判示しています。■★ソウサイの制度は，互いに同種の債権を有する当事者間において，アイ対立する債権債務を簡易な方法によって決済し，もって両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であって，■★ソウサイ権を行使する債権者の立場からすれば，債務者の資力が不十分な場合においても，自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において，■★ジュドウ債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。



貸金債権 租税債権

相殺の担保的機能（2/7）
最高裁昭和45年大法廷判決の事案（図1）→図2
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債権者

銀行Y
債務者

A
債権者

国X

第三債務者

銀行Y
最大判昭45・6・24
民集24巻6号587頁

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁▲大法廷▲昭和45年6月24日判決▲民事判例集▲24巻6号587頁の事実関係を図解します。★銀行Yは，★Aに対して，★貸金債権を有するとともに，■★Aは，銀行Yに対して，★預金債権を有しており，二つの債権が相互に対立していました。■★他方で，国Xは，★Aに対して，租税債権を有しており，■★Aが税金を滞納したため，Xは，Aの銀行Yに対する預金債権を差し押さえました。■貸金債権の期限が到来しておらず，■しかも，その弁済期は，預金債権の弁済期よりも後に到来するものであるにもかかわらず，■★銀行Yは，貸金債権と預金債権とをソウサイしました。■このような事案について，■最高裁▲昭和45年▲大法廷判決は，■★銀行Yは，ソウサイをもって，国Xに対抗できると判示したのです。



相殺の担保的機能（3/7） 表1→表10

学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイの担保的機能に関する学説を，その発展の歴史に沿って説明します。■対象となる具体例は，前のページのソウサイの担保的機能を図解したときの事例です。■前のページに戻って，銀行，預金者，預金債権を差し押さえた国，という三者関係を復習しておきましょう。



相殺の担保的機能（3/7） 表2
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

？

相殺適状にある。？

③差押え

？説

？
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

？

？

制
限
説

？説
（弁済期先後説）

？ 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

？

？

？説

？ 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

？

？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■ここで問題となるのは，さきに図解した，銀行の貸金債権と預金者の預金債権とが存在する場合であり，■その預金債権を第三者が差し押さえたという事例です。■その際に，ソウサイの担保的機能が発揮されて，ソウサイが差押に対抗できるのはどのような場合なのか?という問題です。★第1に，ソウサイ適状説を取り上げます。■自働債権，ジュドウ債権，差押えの順番が，どのような場合に，ソウサイが差押えに対抗できるのでしょうか。■差押えがなされる前に，自働債権である貸金債権，ジュドウ債権である預金債権がどのような条件を満たしている必要があるのか？ 答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表3
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

？②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期

となる。②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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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のソウサイ適状説においては，差押えの前に，■自働債権とジュドウ債権の二つの債権がともに弁済期が到来していること，■すなわち，ソウサイ適状にあることが必要です。■それでは，ソウサイができるためのヨウケンをまとめて述べてください。



相殺の担保的機能（3/7） 表4
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

修正相殺適状説

？

②差押え

？

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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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のソウサイ適状説においては，両債権がソウサイ適状にあることが必要です。■つぎに，第2の修正ソウサイ適状説について検討します。■修正ソウサイ適状説は，両債権がソウサイ適状にない場合であっても，ソウサイが可能となる説です。■その理由は，民法136条（期限の利益及びその放棄）を読んでみると分かります。■★ジュドウ債権の弁済期は，差押えの後でも，ソウサイ権者が期限の利益を放棄することによって直ちに到来させることができるからです。■修正ソウサイ適状説の場合，自働債権とジュドウ債権の弁済期の順序がどのような場合に，ソウサイが可能となるのか？ 順番に注意して答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表5
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期

？②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■第2の修正ソウサイ適状説においては，自働債権の弁済期さえ弁済期にあれば，ジュドウ債権の弁済期が，差押え後に到来しても，ソウサイによって差押えに対抗できます。■つまり，修正ソウサイ適状説は，両債権がソウサイ適状にない場合であっても，ソウサイが可能となる説です。★それでは，修正ソウサイ適状説において，自働債権とジュドウ債権とが，まだソウサイ適状にないときに，ジュドウ債権が差押えられた場合に，ソウサイをもって差押えに対抗できるとするのは，なぜなのでしょうか？■その理由を答えてください。



相殺の担保的機能（3/7） 表6
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁先よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

？

？

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第2の修正ソウサイ適状説においては，両債権がソウサイ適状になくても，自働債権さえ弁済期にあれば，差押えに対抗することができます。■その理由は，ジュドウ債権は，ソウサイ権者が期限の利益を放棄すれば，いつでも，弁済期が到来するからです。■つぎに，第3の制限説について検討します。■制限説は，両債権がソウサイ適状にない場合であっても，ソウサイが可能となる点では，修正ソウサイ適状説と同じですが，■さらに，一歩を進めて，両債権ともに弁済期が到来していない場合でも，差押えに対抗できるという説です。■しかし，制限説といわれているように，一定の制限的な条件が必要です。■自働債権とジュドウ債権の弁済期の順序がどのような場合に，ソウサイが可能となるのか？ 順番に注意して答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表7
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え

？②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

②弁済期

③弁済期
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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の制限説においては，たとえ，ジュドウ債権が差押えられたとしても，自働債権の弁済期が，ジュドウ債権の弁済期よりもさきに到来する場合には，ソウサイによって差押えに対抗できます。■★それでは，自働債権とジュドウ債権とがソウサイ適状にない時点で差押えがなされた場合に，ソウサイをもって差押えに対抗できるのはなぜなのでしょうか？ その理由を答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表8
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁済期よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている。）

？

？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第3の制限説は，両債権ともに弁済期にない時点で，差押えがなされたときでも，自働債権の弁済期がジュドウ債権の弁済期よりもさきに到来する場合には，ソウサイをもって差押えに対抗することができるという説です。■その理由は，ジュドウ債権は，ソウサイ権者が期限の利益を放棄すれば，いつでも，弁済期が到来するので，自働債権がジュドウ債権よりも先に到来する場合には，ソウサイによって債務が消滅するという期待が，保護に値するからです。■それでは，最後に，第4の無制限説について検討します。■無制限説は，両債権ともに弁済期が到来していないときに，ジュドウ債権が差押えられ，かつ，自働債権の弁済期が，ジュドウ債権の弁済期よりも後に到来する場合であっても，ソウサイをもって差押えに対抗できるという説です。■その理由は，形式的には，民法511条（支払いの差し止めを受けた債権をジュドウ債権とするソウサイの禁止）を▲反対解釈することができるからであるというものです。■この点については，制限説に立つ学説から，「ジュドウ債権が差し押えられて，差押え債権者の支払いに応じるべきであるにもかかわらず，ジュドウ債権の弁済期が到来するまで支払いを拒絶しながら，ジュドウ債権の弁済期が到来したとたんに，ソウサイをするのは，信義則に反する」という批判があります。■しかし，預金者の資力が低下し，貸金の回収に不安が生じた場合には，不安の抗弁の法理にのっとって，ソウサイ権者が弁済を拒絶することに，相当の理由があります。■特に，貸金債権と預金債権との間に，取引上の牽連関係がある場合には，弁済期の先後にかかわらず，ソウサイへの合理的な期待は，保護に値するといえます。■それでは，無制限説によると，自働債権とジュドウ債権の弁済期の順序がどのような場合にも，ソウサイが可能となるのか？ 順番に注意して答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表9
学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁済期よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え

？②弁済期

③弁済期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第4の無制限説とは，両債権ともに弁済期にない時点で，差押えがなされたときでも，かつ，自働債権の弁済期がジュドウ債権の弁済期よりも後に到来する場合であっても，ソウサイをもって差押えに対抗することができるという説です。■★それでは，自働債権とジュドウ債権とがソウサイ適状にない時点で差押えがなされた場合に，ソウサイをもって差押えに対抗できるのはなぜなのでしょうか？ その理由を答えて下さい。



相殺の担保的機能（3/7） 表10→表1

学説 自働債権 受働債権 相殺の理由

相
殺
適
状
説

相殺適状説

①弁済期

相殺適状にある。②弁済期

③差押え

相殺適状修正説

①弁済期
期限の利益の放棄によって
差押え前に相殺適状となる。

②差押え

③弁済期

制
限
説

制限説
（弁済期先後説）

①差押え 自働債権の弁済期が受働債
権の弁済期よりも先である。
相殺に合理的な期待がある。

②弁済期

③弁済期

無制限説

①差押え 民法511条の反対解釈

（差押えよりも先に自働債権
が取得されている）

②弁済期

③弁済期
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■無制限説は，両債権ともに弁済期にない時点で，差押えがなされたときでも，かつ，自働債権の弁済期がジュドウ債権の弁済期よりも後に到来する場合でも，ソウサイをもって差押えに対抗することができるという説です。■その理由は，形式的には，民法511条（支払いの差し止めを受けた債権をジュドウ債権とするソウサイの禁止）を反対解釈することができるからであるというものです。■実質的な理由は，貸金債権と預金債権との間に，取引上の牽連関係がある場合には，弁済期の先後にかかわらず，ソウサイへの合理的な期待は，保護に値するからです。■■ソウサイの担保的機能の学説のまとめとして，自働債権とジュドウ債権の弁済期の先後関係について，鳥瞰しておきましょう。■★第1のソウサイ適状説においては，自働債権とジュドウ債権の弁済期の先後関係は，結果に無関係でした。■★第2の修正ソウサイ適状説，および，第3の制限説においては，自働債権の弁済期がジュドウ債権の弁済期よりも先に到来することが，絶対に必要でした。■なぜなら，ジュドウ債権は，期限の利益を放棄できるため，時期を問いませんが，自働債権は期限の利益を放棄できるのは，ソウサイ権者ではないため，弁済期が先に到来することが必要だからです。■★第4の無制限説は，自働債権とジュドウ債権の弁済期の先後関係を問題にしません。この点は，実は，第1のソウサイ適状説と同じなのです。■★矢印の方向をよくみて，全ての説の関係を整理しておくとよいでしょう。



相殺の担保的機能（4/7）
昭和39年大法廷判決→表10

 最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁

甲が乙の丙に対する債権を差し押えた場合において，丙が差押前に取
得した乙に対する債権の弁済期が差押時より後であるが，被差押債権
の弁済期より前に到来する関係にあるときは，丙は右両債権の差押後
の相殺をもって甲に対抗することができるが，右両債権の弁済期の前
後が逆であるときは，丙は右相殺をもって甲に対抗することはできない
ものと解すべきである。

債権者と債務者の間で，相対立する債権につき将来差押を受ける等の
一定の事由が発生した場合には，両債権の弁済期のいかんを問わず，
直ちに相殺適状を生 ずる旨の契約および予約完結の意思表示により

相殺をすることができる旨の相殺予約は，相殺をもって差押債権者に対
抗できる前項の場合にかぎつて，差押債権者に対し有効であると解す
べきである。（補足意見および反対意見がある。）
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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，ソウサイの担保的機能について，学説の展開を概観してきました。■最後に，判例の変遷をたどって，まとめをすることにします。■最初の最高裁の大法廷判決，すなわち，最高裁昭和39年▲大法廷判決は，制限説に立つことを宣言するものです。■★最高裁▲大法廷▲昭和39年12月23日判決▲民事判例集▲18巻10号2217頁は，以下のように判示しています。■★コウが乙の丙に対する債権を差し押えた場合において，丙が差押え前に取得した乙に対する債権の弁済期が差押時より後であるが，被差押債権の弁済期より前に到来する関係にあるときは，丙は右両債権の差押え後のソウサイをもってコウに対抗することができるが，右両債権の弁済期の前後が逆であるときは，丙は右ソウサイをもってコウに対抗することはできないものと解すべきである。■★債権者と債務者の間で，アイ対立する債権につき，将来差押えを受ける等の一定の事由が発生した場合には，両債権の弁済期のいかんを問わず，直ちにソウサイ適状を生ずる旨の契約および予約完結の意思表示によりソウサイをすることができる旨のソウサイ予約は，ソウサイをもって差押債権者に対抗できる前項の場合にかぎって，差押債権者に対し有効であると解すべきである。■この最高裁判決には，補足意見および反対意見がありました。■この反対意見が，6年後に逆転し，多数意見を制することになります。■それが，つぎに紹介する最高裁▲昭和45年▲大法廷判決であり，これが，その後の判例の準則となります。



相殺の担保的機能（5/7）
昭和45年大法廷判決→事案，表10

 最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁

〔無制限説の採用〕債権が差し押えられた場合において，第三債務者
〔B〕が債務者〔A〕に対して反対債権を有していたときは，その債権が差
押後に取得さ れたものでないかぎり，右債権および被差押債権の弁済

期の前後を問わず，両者が相殺適状に達しさえすれば，第三債務者
〔B〕は，差押後においても，右反対債権を自働債権として，被差押債権
と相殺することができる。（補足意見，意見および反対意見がある。）

〔相殺契約の効力〕銀行の貸付債権について，債務者〔A〕の信用を悪化

させる一定の客観的事情が発生した場合には，債務者のために存する
右貸付金の期限の利益を喪失せしめ，同人の銀行に対する預金等の
債権につき銀行において期限の利益を放棄し，直ちに相殺適状を生ぜ
しめる旨の合意は，右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効
力を有する。（意見および反対意見がある。）
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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▲大法廷▲昭和45年6月24日判決▲民事判例集▲24巻6号587頁は，以下のように判示しています。■★無制限説の採用■債権が差し押えられた場合において，第三債務者〔B〕が債務者〔A〕に対して反対債権を有していたときは，その債権が差押後に取得されたものでないかぎり，右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず，両者がソウサイ適状に達しさえすれば，第三債務者〔B〕は，差押後においても，右反対債権を自働債権として，被差押債権とソウサイすることができる。（補足意見，意見および反対意見がある。）■★ソウサイ契約の効力■銀行の貸付債権について，債務者〔A〕の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合には，債務者のために存する右貸付金の期限の利益を喪失せしめ，同ニンの銀行に対する預金等の債権につき銀行において期限の利益を放棄し，直ちにソウサイ適状を生ぜしめる旨の合意は，右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力を有する。（意見および反対意見がある。）



相殺

求
償
債
権

当
座
預
金
債
権

相殺の担保的機能（6/7）
最高裁平成24年判決（図2）←改正案，図1，図3

 最二判平24・5・28民集66
巻7号3123頁
破産者に対して債務を負担する者

が，破産手続開始前に債務者であ
る破産者の委託を受けて保証契約
を締結し，同手続開始後に弁済をし
て求償権を取得した場合には，

この求償権を自働債権とする相殺
は，破産債権についての債権者の
公平・平等な扱いを基本原則とする
破産手続の下においても，他の破産
債権者が容認すべきものであり，

同相殺に対する期待は，破産法６７
条によって保護される合理的なもの
である。
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売主
B

買主
A

無委託保証人
（銀行）Y

破産
管財人

X

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ソウサイの担保的機能に関する無制限説，すなわち，民法511条の反対解釈説は，最高裁平成24年判決によって，ソウサイの担保的機能の範囲がさらに拡大されることになります。■★最高裁▲第二小法廷▲平成24年5月28日判決▲民事判例集▲66巻7号3123頁は，以下のように述べています。■★破産者に対して債務を負担する者が，破産手続開始前に債務者である破産者の委託を受けて保証契約を締結し，■★同手続開始後に弁済をして求償権を取得した場合には，■★この求償権を自働債権とするソウサイは，破産債権についての債権者の公平・平等な扱いを基本原則とする破産手続のもとにおいても，他の破産債権者が容認すべきものであり，■★同ソウサイに対する期待は，破産法67条によって保護される合理的なものである。■この判決のポイントは，破産手続き開始後に弁済によって法定移転を受けた求償債権を自働債権とし，当座預金債権をジュドウ債権とするソウサイをもって，破産管財ニンに対抗することができるとした点にあります。■民法511条の文言解釈によれば，差押えと同様の効力を有する破産手続き開始の後に取得した債権を自働債権とするソウサイは許されないはずです。■しかし，その債権が，破産手続き開始前に当座預金債権と牽連性を有する債権である場合には，破産法67条によって保護されるべき合理的なソウサイであり，そのソウサイをもって破産管財ニンに対抗できるとしたのです。■この考え方は，民法511条を民法612条の解釈と同じように，条文に書いてあることと反対の解釈とを，法原理によって修正すべきだとするものです。■すなわち，民法612条の場合には，信頼関係破壊の法理によって，民法511条の場合には，二つの債権の牽連性は同時履行，同時消滅によって保護されるべきであるとの法原理によって，条文が解釈されるべきであるというものであり，民法（債権関係）改正案に，強い影響を及ぼすことになりました。



相殺の担保的機能（7/7）

民法（債権関係）改正←図2，図3

現行法

 第511条（支払
の差止めを受け
た債権を受働債
権とする相殺の
禁止）
支払の差止めを受

けた第三債務者は，
その後に取得した
債権による相殺を
もって差押債権者
に対抗することが
できない。

改正案

 第511条（差押えを受けた債権を受働債権
とする相殺の禁止）
①差押えを受けた債権の第三債務者は，差押え

後に取得した債権による相殺をもって差押債権
者に対抗することはできないが，差押え前に取得
した債権による相殺をもって対抗することができ
る。

②前項の規定にかかわらず，差押え後に取得し
た債権が差押え前の原因に基づいて生じたもの
であるときは，その第三債務者は，その債権によ
る相殺をもって差押債権者に対抗することができ
る。ただし，第三債務者が差押え後に他人の債
権を取得したときは，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
★民法511条（支払の差止めを受けた債権をジュドウ債権とするソウサイの禁止）は，以下のように規定しています。■★支払の差止めを受けた第三債務者は，その後に取得した債権によるソウサイをもって差押債権者に対抗することができない。■この条文を反対解釈すると，ジュドウ債権が差押を受けた場合でも，ソウサイ権者がそれ以前に自働債権を取得している場合には，ソウサイをもって，差押え債権者に対抗できることになります。■これが，無制限説なのですが，民法511条によって，差押え後に取得した自働債権によっては，ソウサイはできないことになります。■しかし，民法511条の背景にある考え方というのは，自働債権とジュドウ債権の間に密接な関係がある債権については，同時履行・同時消滅という合理的期待を保護する，特に，差押より前に取得した自働債権とジュドウ債権とをソウサイによって消滅させることを認める規定であり，その理由は，差押え前に自働債権を取得している場合には，自働債権とジュドウ債権との間の牽連性を推定するものであり，したがって，差押え後に取得した債権であっても，それが，ジュドウ債権と密接な関係がある場合には，差押えに対抗できると解釈することが可能であると思われます。■民法（債権関係）改正案が，現行民法511条改正に際して，たとえ，差押え後に取得した債権であっても，以下に述べる▲一定の場合には，ソウサイの担保的効力を認めたのは，最高裁平成24年判決を踏まえたものであり，以上のような考え方に基づいていると思われます。■★改正案511条（差押えを受けた債権をジュドウ債権とするソウサイの禁止）は，以下のように規定しています。■★改正案▲第511条▲第1項■差押えを受けた債権の第三債務者は，差押え後に取得した債権によるソウサイをもって差押債権者に対抗することはできないが，差押え前に取得した債権によるソウサイをもって対抗することができる。■★改正案▲第511条▲第2項■前項の規定にかかわらず，差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは，その第三債務者は，その債権によるソウサイをもって差押債権者に対抗することができる。■ただし，第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは，この限りでない。



民法612条の解釈（例文解釈）の図解
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無断譲渡・転貸
（民法612条）

信頼関係の破壊

（契約を解除できる）

真の解除要件真の解除要件
信頼関係破壊の

推定

解除できない

最二判昭28・9・25民集7巻9号979頁

賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益をなさしめた場
合においても，賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認める
に足らない特段の事情があるときは，本条に基づく解除権は発生しない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法511条の明文の規定に反するように見える最高裁平成24年判決の解釈を理解するためには，明文の規定があるにもかかわらず，法の根本原理に基づいて，反対の結論を導いている，民法612条の解釈に学ぶ必要があります。★612条の条文の裏にある，根本原理とは，継続的な契約関係である賃貸借契約を解除できるのは，■「信頼関係が破壊されたとき」であり，そのときに限って，賃貸借契約を解除できるという原理です。■★これに該当する事実，例えば，3ヶ月以上の賃料不払い，賃借家屋の無断増築・無断改築があれば，■★これが，本当の解除原因ですので，賃貸人は，賃貸借契約を解除することができます。■★これ以外は，補集合であって，解除ができない領域です。■★例えば，この真の解除原因の外にある点を取って考えてみましょう。■★その点が，民法612条の要件に該当しているとしましょう。■★民法612条の要件に該当しているので，通常は，それが，信頼関係を破壊していると推定されます。■★もしも，民法612条の要件とともに，信頼関係破壊の法理を満たす点であれば，★もちろん，賃貸人は契約の解除ができます。■■しかし，今，問題としている点は，民法612条の要件を満たしてはいますが，信頼関係を破壊していない点なので，■もしも，賃借人が，「背信行為に当たらない特別の事情」があるとの証明に成功した場合には，原則に戻って，■★賃貸人は契約の解除ができないのです。■★最高裁昭和28年判決は，このことを，以下のように簡潔に表現しています。すなわち，■「賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益をなさしめた場合においても，賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは，本条に基づく解除権は発生しない。」■■以上の最高裁判決の法理は，もっとも高度の解釈技術ですので，■すぐに理解できない場合には，ビデオを繰り返し見聞きして，最高度の解釈技術をマスターするようにしましょう。



民法511条の解釈の図解（図3）
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自働債権の先取得
（民法511条）

両債権に牽連性あり
（相殺の優先的効力）

真の解除要件
真の優先権

の要件
優先権の推定

優先権なし

最二判平24・5・28民集66巻7号3123頁→改正案

破産手続開始前に債務者である破産者の委託を受けて保証契約を締結
し，手続開始後に弁済をして求償権を取得した場合には，これを自働債権
とする相殺に対する期待は保護されるべきであり，管財人に対抗できる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法612条に関する最高裁の判決の法理が，明文の規定に反しているように見えるにもかかわらず，学説及びその後の判例によって支持されているのと同様，民法511条においても，一定の場合には，差押え後に取得した債権を自働債権としてソウサイをすることが許されると思われます。　■そのことを，民法612条の解釈の場合と同様の考え方によって理解することにしましょう。★民法511条の条文の裏にある，根本原理とは，ソウサイに担保的機能が生じるのは，自働債権とジュドウ債権とのあいだに牽連関係がある場合には，牽連関係のある債権同士は，同時に履行され同時に消滅するべきであり，この期待は合理的であって，保護に値するという，根本原理です。■★これに該当する事実，例えば，自働債権とが受働債権とが「ひとつの取引から生じている」とか，「目的と手段との関係」にあるなどの密接な関係，すなわち，「ケンレン関係」がある場合には，★これが，本当のソウサイの担保的機能のヨウケンですので，ソウサイ権者は，ソウサイをもって，差押え債権者や破産管財ニンに対抗することができます。■★これ以外は，補集合であって，差押えを持って対抗できない領域です。■★例えば，この真の担保的機能のヨウケンの外にある点を取って考えてみましょう。■★その点が，民法511条の反対解釈としてソウサイができるヨウケンに該当しているとしましょう。■★民法511条の反対解釈のヨウケンに該当しているので，通常は，それが，担保的機能を有すると推定されます。■★もしも，民法511条の反対解釈のヨウケンとともに，牽連関係のヨウケンを満たす点であれば，★もちろん，ソウサイは担保的機能を有します。■■しかし，今，問題としている点は，民法511条の反対解釈のヨウケンを満たしてはいますが，牽連関係の要件を満たしていない点なので，■もしも，債権者等が，「両債権には牽連性がない」との証明に成功した場合には，原則に戻って，■★ソウサイをもって対抗ができないのです。■★最高裁▲第二小法廷▲平成24年5月28日判決▲民事判例集▲66巻7号3123頁は，このこと，および，反対に，両債権に牽連性がある場合には，たとえ，差押え後に取得した債権を自働債権としてソウサイすることができることを，以下のように簡潔に表現しています。すなわち，■「破産手続開始前に債務者である破産者の委託を受けて保証契約を締結し，手続開始後に弁済をして求償権を取得した場合には，これを自働債権とするソウサイに対する期待は保護されるべきであり，管財ニンに対抗できる。」■この判決の法理が，民法改正案第511条の取り込まれています。改正案をよく読んで，判例との関係を整理しておきましょう。



（参照判例）名古屋高判平27・1・29
金商1468号25頁の事実関係

 A会社に対する請負代金を支払うため，Xは，B信用金庫に振込依
頼をする際に，A会社とは別会社のA組名義のY信用金庫の口座
に誤って振込みを依頼し，同口座に誤振込がなされた。

 被仕向金融機関Yは，A組に対して，事実上回収不能の貸金債権
等を有していたため，これを奇禍として，同日，同振込金を含むY
のA組に対する預金債務とA組に対する貸金債権とを対当額をもっ
て相殺した。

 そこで，Xが，Yに対し，Yが同相殺により法律上の原因なく振込金

相当額を利得したとして，不当利得返還請求権に基づき振込相当
額及び遅延損害金の支払いを求めた。

 原審が，最高裁平成8年判決の法理に基づいて，Xの請求を棄却
したため，Xが控訴した。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　名古屋高裁▲平成27年1月29日▲金融・商事判例▲1468号25頁▲の事実関係は以下の通りです。■★A会社に対する請負代金を支払うため，Xは，B信用金庫に振込依頼をする際に，A会社とは別会社のA組名義のY信用金庫の口座に誤って振込みを依頼し，同口座に誤振込がなされた。■★被仕向金融機関Yは，A組に対して，事実上回収不能の貸金債権等を有していたため，これを奇禍として，同日，同振込金を含むYのA組に対する預金債務とA組に対する貸金債権とを対当額をもって相殺した。■★そこで，Xが，Yに対し，Yが同相殺により法律上の原因なく振込金相当額を利得したとして，不当利得返還請求権に基づき振込相当額及び遅延損害金の支払いを求めた。■★原審が，最高裁平成8年判決の法理に基づいて，Xの請求を棄却したため，Xが控訴した。



（参照判例）名古屋高判平27・1・29
金判1468号25頁の図解
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相殺
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抗
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預
金
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対価関係

なし

誤
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Xの

債権者
A会社

要約者
B信用
金庫

債務者

振込指
図人X

諾約者
Y信用
金庫

全銀ネット口座

誤振込受取人
A組合

諾約者
Y信用金庫

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　問題文について，図解します。■★Xは，Aから100万円を借りていたが，期限が到来したので，★Xの預金口座から100万円をAの預金口座に振り込むつもりであった。■★ところが，誤って，Aと同姓同名のCの銀行口座であるY銀行のC名義の口座に100万円を振り込んでしまった。■★Cは，取引銀行であるY銀行から100万円を借りており，すでに返済期限が到来している。■★Y銀行は，B銀行から，ご振込みによる組戻しの依頼を受けて，預金者Cに問い合わせたところ，Cがご振込みではないとして，組戻しに応じなかったため，あえて，貸金債権と預金債権とをソウサイした。■★Xは，被仕向銀行Yに対して，不当利得の返還請求をすることができるだろうか。



（参照判例）名古屋高判平27・1・29
金商1468号25頁の判決要旨

 被仕向金融機関Yは，本件振込みが誤振込みであると認識してお
り，振込依頼人Xや受取人A組に対し，誤振込みか否かを確認して
組戻しの依頼を促すなど対処すべきであった。

 それにもかかわらず，事実上回収不能な受取人A組に対する貸金

債権等を回収するために，あえて支払差止め設定を一時的に解
除して本件振込みを完了させて，直ちに本件相殺をしたものであ
り，振込制度における被仕向金融機関としては不誠実な対応であ
る。

 正義，公平の観点から，被仕向金融機関が，事実上の回収不能
な受取人に対する貸金債権等を本件相殺により回収して，本件振
込金相当額について振込依頼人の事実上の損失の下に利得する
ことは，振込依頼人に対する関係においては，法律上の原因を欠
いて不当利得となる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　名古屋高裁▲平成27年1月29日▲金融・商事判例▲1468号25頁▲の判決要旨は以下の通りです。■★被仕向金融機関Yは，本件振込みが誤振込みであると認識しており，振込依頼人Xや受取人A組に対し，誤振込みか否かを確認して組戻しの依頼を促すなど対処すべきであった。■★それにもかかわらず，事実上回収不能な受取人A組に対する貸金債権等を回収するために，あえて支払差止め設定を一時的に解除して本件振込みを完了させて，直ちに本件相殺をしたものであり，振込制度における被仕向金融機関としては不誠実な対応である。■★正義，公平の観点から，被仕向金融機関が，事実上の回収不能な受取人に対する貸金債権等を本件相殺により回収して，本件振込金相当額について振込依頼人の事実上の損失の下に利得することは，振込依頼人に対する関係においては，法律上の原因を欠いて不当利得となる。



定期試験仮想問題10題（10/10） →Q ToC

 差押えと相殺に関する以下の問いに答えなさい（名古屋高判平27・1・29
金融・商事判例1468号25頁参照）。

Xは，Aから100万円を借りていたが，期限が到来したので，B銀行の預金口座か
ら100万円をAの取引銀行であるB銀行に振り込むつもりであった。ところが，
誤って，同姓同名のCの銀行口座，すなわち，Y銀行のC名義の口座に100万円
を振り込んでしまった。

Cは，取引銀行であるY銀行から100万円を借りており，返済期日は到来している。
Y銀行のCの預金口座の残額は，昨日まで0円だったが，Xからの誤振込で100万
円の入金があり，現在100万円の預金を有している。

Y銀行は，B銀行から，誤振込みによる組戻しの依頼を受けて，組戻しをするつも

りであったが，預金者に問い合わせたところ，誤振込みではないとして，組戻し
に応じなかったため，あえて，貸金債権と預金債権とを相殺した。

Xは，Y銀行に対して，不当利得に基づいて100万円の返還を請求できるか。根
拠条文と判例の見解を踏まえて答えなさい。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　定期試験仮想問題第10問の問題は以下のとおりです。★差押えと相殺に関する以下の問いに答えなさい（参考判例は，名古屋高裁▲平成27年1月29判決▲金融・商事判例1468号25頁です。なお，この判決は,有名な，最高裁平成8年4月26判決▲民法判例百選Ⅱ72事件を参照しています）。■★Xは，貸金の返済のため，B銀行にあるAの口座に100万円を振り込むつもりで，誤って，同姓同名のCの銀行口座であるY銀行のC名義の口座に100万円を振り込んでしまった。■★Cは，取引銀行であるY銀行から100万円を借りており，すでに返済期限は到来している。■★Y銀行は，B銀行から，ご振込みによる組戻しの依頼を受けて，預金者Cに問い合わせたところ，Cがご振込みではないとして，組戻しに応じなかったため，あえて，貸金債権と預金債権とをソウサイした。★問い■Xは，Y銀行に対して，不当利得に基づいて100万円の返還を請求できるか。■根拠条文と判例の見解を踏まえて答えなさい。



債権総論2

第13回 三者間相殺
マルチラテラル・ネッティング

 12-1．三者間相殺の類型

 12-1-1. 第1類型

 12-1-2. 第2類型

 12-1-3. 第3類型

 12-2. マルチラテラル・ネッティング

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 256



13-1. 三者間相殺
（Aを相殺権者とした場合の3類型）

1. C→A→B型（債権譲渡の相殺の抗弁型）

2. A→B→C型（連帯債務者の相殺型）

3. B→C→A型（保証人の相殺援用型）
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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505条以下のソウサイの規定は，二者間でのソウサイを前提としています。■しかし，民法全体を見渡すと，ソウサイは，必ずしも，二者間で行われるばかりでなく，■三者間で行われるソウサイが規定されています。■これから，詳しく説明しますが，■★例えば，第1に，民法468条（指名債権の譲渡における債務者の抗弁）▲第2項は，■「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは，債務者は，その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」と規定しています。■民法468条第2項の債務者の抗弁事由に，ソウサイの抗弁が含まれていることは立法者が明確に述べていましたし，■最高裁昭和42年判決（すなわち，最高裁▲第二小法廷▲昭和42年10月27日判決▲民事判例集▲21巻8号2161頁）は，▲「譲渡前に既に生じていた債権ばかりでなく，譲渡前に原因が生じており，譲渡後に発生した債権を自働債権として，ソウサイすることができる」▲と判示していました。■今回の民法（債権関係）改正によって，現行民法469条（指図債権の譲渡の対抗ヨウケン）が，改正案第520条の2へと移され，その代わりに，改正案第469条（債権の譲渡におけるソウサイ権）が新設されて，先に述べた最高裁▲昭和42年判決の法理を明文化するに至っています。■したがって，現行民法468条2項，それに関する判例の法理を明文化した改正案469条によって，債権の譲受人（C）の債務者（A）への請求に対して，債務者が，債権の譲受人（B）に対して，以前から有していた，または，一定の場合には，譲渡後に有している債権を自働債権としてソウサイすることが認められているのです。■これが，C→A→B型（すなわち，債権譲渡のソウサイの抗弁型）という▲第1類型です。★そのほかの例として，第2に，民法436条（連帯債務者の1人によるソウサイ等）▲第1項は，■「連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において，その連帯債務者がソウサイを援用したときは，債権は，すべての連帯債務者の利益のために消滅する。」と規定しています。■この規定は，単に，債権者と連帯債務者とにおける▲二当事者間のソウサイのようにも見えますが，■それによって，債権者と他の連帯債務者間でも，負担部分の限度でソウサイによって連帯債務が消滅することに着目するならば，■連帯債務者の一人（A)が債権者に対して有している▲自働債権をもって，自己に対するジュドウ債権ばかりでなく，債権者（B)の第三者である他の連帯債務者（C）に対するジュドウ債権をソウサイによって消滅させていると考えることもできます。■これが，三者間ソウサイにおける第2類型▲A→B→C型（すなわち，連帯債務者ソウサイ型）です。■�★最後の例として，第3に，民法457条▲第2項は，■「保証人は，主たる債務者の債権によるソウサイをもって債権者に対抗することができる。」と規定しています。■この規定は，一見したところでは，二者間ソウサイを利害関係を有する第三者である保証人が援用できるとした規定に過ぎないと考えることもできますが，■■考えようによっては，債務者（B）の債権者（C）に対する債権を自働債権として，債権者から保証人（A）に対する請求をジュドウ債権として，三者間でソウサイしたものと考えることができます。■これが，三者間ソウサイにおけるB→C→A型（すなわち，保証人ソウサイ型）です。■このように，民法505条以下だけを見ると，ソウサイは，二当事者間でのみ行われるように見えますが，民法全体を見渡すと，三者間で行われるソウサイに関して，その全ての類型が，じつは，民法の多数当事者の債権・債務関係，および，債権譲渡の箇所において規定されていることが分かります。■確かに，三者間ソウサイは，複雑な構造をしているため，普通の大学では，詳しく説明されることはありません。■しかし，私の講義では，三者間ソウサイは，金融における決済手段として重要な制度なので，詳しく解説します。■三者間ソウサイと，マルチラテラル・ネッティングは，社会に出たときに，非常に役に立つ考え方が含まれていますので，しっかり理解するようにしてください。



相殺

13-1. 三者間相殺の類型
（Aが相殺権者）
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A B

C

A B

C

A B

C

C→A→B A→B→C B→C→A

債権譲渡の相殺の抗弁型 連帯債務者の相殺型 保証人の相殺援用型

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイは，複雑な問題を含んでいますが，その類型は，以下の３つに限定されます。■Aをソウサイ権者として，図示すると，■★C→A→B型という▲第1類型■★A→B→C型という▲第2類型■★B→C→A型という▲第3類型の3種類です。■第1類型は，順番に，C▲を債権の譲受人，A▲を債務者，B▲を債権の譲受人と考え，■★債権の譲受人から弁済を請求された債務者（A）が，■★債権の譲渡人に対して有していた反対債権でもって■★ソウサイし，債権の譲受人に対抗するという事例を想定すると，分かりやすいと思います。■第2類型は，順番にA▲を一人の連帯債務者，B▲を債権者，C▲を他の連帯債務者と考え，■★連帯債務者の一人Aが，債権者Bに対して反対債権を有しており，■★債権者Bが他の連帯債務者Cに対しても債権を有している場合に，■★連帯債務者の一人Aがソウサイをすると，債権者Bの他の連帯債務者の債務も絶対的効力によって消滅します。■このことは，厳密に言うと，複雑な問題を含んでいますので，後に，具体例で説明します。■最後の第3類型は，順番に，B▲を債務者，C▲を債権者，A▲を保証人と考え，■★債権者（C）から弁済を請求された保証人（A）が，■★債務者（B）が債権者（B）に有していた反対債権でもって■★ソウサイし，債権者に対抗するという事例を想定すると，分かりやすいと思います。■この場合，ソウサイの実体は，C▲からA▲に対する保証人に対する請求権ではなく，C▲のB▲に対する債権とB▲のC▲に対する反対債権のソウサイを援用しているだけなのですが，■第2類型とは反対に，形式的には，三者間ソウサイの体裁をとっているので，この例で理解するのが便宜でしょう。本来的な第3類型は，ソウサイという用語が使われていない事例なので，後に，詳しく説明することにします。



13-1-1. 第1類型

債権譲渡の相殺抗弁型
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三者間ソウサイの第1類型として，★債権譲渡のソウサイ抗弁型について説明します。



α
β

三者間相殺（1/6）
C→A→B型（Aが相殺権者）→まとめ

民法468条2項（債権譲
渡抗弁型）

〔債権の〕譲渡人が譲渡の
通知をしたにとどまるとき
は，

債務者は，その通知を受
けるまでに譲渡人に対して
生じた事由〔相殺を含む〕
をもって

譲受人に対抗することが
できる。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 260

S G1

G2
G: Gläubiger
S: Schuldner

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの三類型を概観したので，それぞれの類型ごとに条文との対応を重視しながら，説明を続けます。■第一類型は，債権譲渡の抗弁型です。■民法468条2項がその典型例です。■★民法468条2項は，以下のように規定しています。■★〔債権の〕譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは，■★債務者は，その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由〔ソウサイを含む〕をもって■★譲受人に対抗することができる。■債務者の抗弁がソウサイの抗弁である場合について，図解しましょう。★G2は，★ドイツ語のグロイビガーの頭文字をとったもので，ここでは，債権の譲り受け人です。■★Sは，★ドイツ語のシュルトナーの頭文字をとったものです。■★G１は，同じく債権者ですが，ここでは，G2の前主，すなわち，債権の譲渡人です。■★以上の前提のもとで，債権の譲受人G2が債務者Sにアルファ債権の履行を請求したとします。■★ここで，債務者Sが債権譲渡人G１に対して，ベータ債権を有していたとします。■★この場合，債務者Sは，β債権を自働債権，アルファ債権をジュドウ債権として，ソウサイをして，債権譲り受け人G1に対抗できます。■★その理由は，債権の譲り受け人G２が，債務者Sに履行を請求しているアルファ債権は，■★債権譲渡人G1が債務者Sに対して有していたアルファ債権を譲り受けたものに過ぎず，■債権譲渡前の時点では，ソウサイ適状にあるか，ソウサイの合理的な期待があった場合なのです。■したがって，アルファ債権が，ベータ債権によってソウサイされても，不都合はないということになります。■このように，この場合の三者間ソウサイは，時間をさかのぼって考えると，二者間ソウサイの問題へと還元することができます。■このようにして，譲渡される前のアルファ債権を，点線で示しておくと，幾何学の問題を解くときに有効であった補助線と同様に，問題を無理なく解くことができます。三者間ソウサイの問題は，結局のところ，どのような補助線を描くかによって，問題の解決がむつかしくも，簡単にもなるのです。残りの三者間ソウサイの問題についても，どのような補助線を引くと，問題の解決が容易になるかを考えながら，学習を進めてください。



α
β

三者間相殺（2/6）
C→A→B型（Aが相殺権者）→まとめ

 改正案 469条（債権の譲渡にお
ける相殺権）

 ①債務者は，対抗要件具備時より前に
取得した譲渡人に対する債権による相
殺をもって譲受人に対抗することができ
る。

 ②債務者が対抗要件具備時より後に取
得した譲渡人に対する債権であっても，
その債権が次に掲げるものであるときは，
前項と同様とする。ただし，債務者が対
抗要件具備時より後に他人の債権を取
得したときは，この限りでない。

 一 対抗要件具備時より前の原因に基
づいて生じた債権

 二 前号に掲げるもののほか，譲受人
の取得した債権の発生原因である契約
に基づいて生じた債権
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S G1

G2
S: Schuldner
G: Gläubiger

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現行民法は，先に述べたように，468条2項で，債権譲渡の際の債務者の抗弁事由について規定しており，その抗弁事由に，ソウサイの抗弁が含まれることは，学説・判例においても，異論なく認められています。■★民法（債権関係）改正案第469条（債権の譲渡におけるソウサイ権）は，この点について，判例の準則を取り入れて，★以下のような規定を創設しています。■★第1項■債務者は，■★対抗ヨウケン具備時より前に取得した★譲渡人に対する★債権による★ソウサイをもって■★譲受★人に■★対抗することができる。■★第2項■債務者が対抗ヨウケン具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても，その債権が次に掲げるものであるときは，前項と同様とする。ただし，債務者が対抗ヨウケン具備時より後に他人の債権を取得したときは，この限りでない。■★改正案▲第469条▲第2項▲第一号■対抗ヨウケン具備時より前の原因に基づいて生じた債権■★改正案▲第469条▲第2項▲第二号■ゼン号に掲げるもののほか，譲り受け人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権■この図のベータ債権が，アルファ債権と密接な関係がある場合には，アルファ債権の譲渡よりも後に発生した場合であって，ソウサイをもって債権の譲り受け人に対抗できるとしている点が，重要です。■その場合には，二当事者間ソウサイではなく，完全な三者間ソウサイといえるからです。



13-1-2. 第2類型

連帯債務者・保証人による相殺型
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三者間ソウサイの第2類型である★連帯債務者・保証人によるソウサイ型を説明します。



相殺
β

α

三者間相殺（3/6）
A→B→C型（Aが相殺権者） →まとめ

 民法457条2項（保証人相殺型）
旧民法財産編521条1項は，「保証人は債

権者が主たる債務者又は自己に対して負
担する債務の相殺を以て対抗することを
得」と規定していた。

現行民法の起草者は，民法457条2項を立
法する際に，「本条第2項は既成法典財産
編第521条第1項の規定と其主意を同じう
す」としながら，「主たる債務者〔又は自己〕
の債権による相殺をもって対抗することが
できる」の〔 〕部分を現行法から脱落させ
るというミスを犯してしまった。

しかし，通説は，保証人が自ら債権者に有
する債権で，主債務を相殺することを実質
的に認めている[我妻・債権総論（1964）490
頁]。

民法436条1項（連帯債務者相殺型）
 保証人相殺型の応用
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B G

S

β

B: Bürge
G: Gläubiger
S: Schuldner

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの第2類型の説明をします。■最初に概観した場合には，第2類型の三者間ソウサイとして，連帯債務者によるソウサイの事例，すなわち，民法436条の事例を紹介しました。■★しかし，三者間ソウサイの第2類型の本当の典型例は，民法457条第2項における保証人によるソウサイです。■この条文を最初に紹介しなかった理由は，立法の過誤があり，債務者の債権を自働債権としてソウサイする場合のほかに，保証人の債権を自働債権とするソウサイの部分が脱落しているため，詳しい説明が必要だと思われるからです。■★実は，現行民法のもととなった，旧民法▲財産編▲521条1項は，「保証人は債権者が主たる債務者又は自己に対して負担する債務のソウサイを以て対抗することをう」と規定していました。■★ところが，現行民法の起草者は，民法457条2項を立法する際に，「本条第2項は既成法典▲財産編▲第521条▲第1項の規定と▲その主意をおなじうす」としながらも，「主たる債務者〔又は自己〕の債権によるソウサイをもって対抗することができる」とすべきところを「又は自己の」という部分を現行法から脱落させるというミスを犯してしまったのです。■★しかし，通説は，保証人が自ら債権者に有する債権で，主債務をソウサイすることを実質的に認めています[ワガツマ サカエ・債権総論（1964年）490頁]。■そこで，民法457条2項で脱落した部分を補って，図解することにします。■★保証人（B）が，■★債権者（G）に対して，■★アルファ債権を有しているとします。■★そして，債権者Gが，保証人に対して，債務の履行を求めてきたとしましょう。■★この場合，保証人（B）は，アルファ債権を自働債権として，債権者（G）の請求権をジュドウ債権としてソウサイすることができます。■しかし，よく考えてみましょう。■債権者（G）の保証人（B）の請求は，本来の債権ではありません。■★この場合のジュドウ債権は，実は，債務者であるS▲に対する■★債権者（G）の債権であるベータ債権なのです。■★したがって，ソウサイは，保証人（B）の債権者（G）に対するアルファ債権を自働債権として，■債権者（G）の債務者（S）に対するベータ債権をジュドウ債権として，■三当事者間のソウサイが行われていることがわかります。■このようにして，この例をよく理解すると，★つぎに説明する民法436条1項（連帯債務者によるソウサイの絶対効）の規定は，★実は，以上の，民法475条2項の保証人ソウサイ型の応用に過ぎないため，理解が容易となります。



γ

β
γ

α （β + γ）

三者間相殺（4/6）
A→B→C型（Aが相殺権者） →まとめ

 第436条（連帯債務者
の1人による相殺等）

①連帯債務者の1人

が債権者に対して債
権を有する場合にお
いて，その連帯債務
者が相殺を援用した
ときは，債権は，す
べての連帯債務者
の利益のために消
滅する。
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S1 G

S2

S1: Gesamtschuldner1
G: Gläubiger
S2: Gesamtschuldner2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの第2類型の典型例である，連帯債務者ソウサイ型について説明します。■保証人が自己の債権を自働債権とし，主たる債権をジュドウ債権としてソウサイすることによって，債権者に対抗できるという基本形を先に説明しました。今回の連帯債務者のソウサイ型は，その応用です。■★民法436条（連帯債務者の1人によるソウサイ等）は，以下のように規定しています。■★民法436条▲第1項■連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において，その連帯債務者がソウサイを援用したときは，債権は，すべての連帯債務者の利益のために消滅する。■以上の条文の意味について，図解します。★S1は，連帯債務者の一人です。■★G は，債権者です。■★S2は，もう一人の連帯債務者です。★S1は，G から100万円▲を借り，G がベータ債権を有しています。■★S2は，G から100万円▲を借り，G がガンマ債権を有しています。■そして，S1とS2とは，200万円▲について，連帯債務を負うことをG に対して約束しています。■★したがって，G は，S1に対しても，ガンマ債権について，履行を請求できます。■ここで，債権者G が連帯債務者の一人であるS1に対して，■ベータ100万円▲とプラス・ガンマ100万円▲の合計200万円▲の連帯債務　全額の履行を請求したとしましょう。★S1は，G に対して，ベータとガンマの合計額に相当するアルファ債権を有していますので，■★200万円の▲アルファ債権を自働債権として，G の連帯債務　全額の200万円▲をタイトウガクでソウサイして，全ての債務を消滅させることができます。■しかし，よく考えてみましょう。■この場合のソウサイのジュドウ債権を厳密に検討してみましょう。★ベータは，本来のGの債権なので，厳密なジュドウ債権として，ソウサイが成り立ちます。■しかしガンマ債権は，G のS2に対する債権なので，ジュドウ債権は，S1に対するものではなく，■200万円の▲自働債権のうち，ガンマ債権をジュドウ債権とするソウサイは，★G のS2▲に対するガンマ債権をジュドウ債権とし，S1のG に対するアルファ債権を自働債権とする■三者間ソウサイなのです。■これまで，民法436条は，ソウサイの絶対的効力の側面が強調され，ソウサイによって連帯債務が全て消滅すると考えられてきました。■しかし，以上のような考察からは，別の側面が浮かびあがってきます。■ベータ債権をジュドウ債権とするソウサイは債務の完全な消滅をもたらします。■しかし，ガンマ債権をジュドウ債権とするソウサイは，S1がS2のために行なった，■第三者によるソウサイであるため，ガンマ債権は消滅せず，S1のS2に対する求償権を確保するために，■弁済による代位の場合と同様に，S1の債権がS2に移転し，S2が100万円を弁済したときに初めて消滅すると考えるべきでしょう。■第三者によるソウサイは，第三者による弁済と同じ性質を有しているからです。



13-1-3. 第3類型

保証人の相殺援用型
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
三者間ソウサイの第3類型，すなわち，★保証人ソウサイ援用型について説明します。



β

三者間相殺（5/6）
B→C→A型（Aが相殺権者） →まとめ

第457条（主たる債

務者について生じた
事由の効力）

②保証人は，主たる
債務者の債権による
相殺をもって，債権
者に対抗することが
できる。
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B S

G

α

S: Schuldner
G: Gläubiger
B： Bürge

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの第3類型について説明します。■★最初は，ソウサイという用語が使われている，形式的な三者間ソウサイ，すなわち，民法457条第2項の紹介です。■★Sは，■★債権者（G）の債務者です。■★Sは，ただの債務者ではなく，民法475条2項に規定されているように，G に対して反対債権を有しているとします。■★このような状況において，債権者が，保証人Bに対して，債務の履行を請求したとします。■★この場合に，G の請求に対して，Bは，債権者が有しているアルファ債権を自働債権，ベータ債権をジュドウ債権とするソウサイによって，G に対抗できます。■このことについて，民法457条（主たる債務者について生じた事由の効力）の第2項は，以下のように規定しています。■★民法457条▲第2項■保証人は，主たる債務者の債権によるソウサイをもって，債権者に対抗することができる。■つまり，Bは，形式的には，ベータ請求に対してアルファ債権とソウサイするという，三者間ソウサイを行なっていることになります。■★しかし，実体をよく見ると，自働債権とジュドウ債権とは，いずれもG とSとの間の二者間でソウサイされています。■したがって，この例は，形式的には，三者間ソウサイですが，実質は，二者間ソウサイについて，利害関係を有する第三者である保証人が援用しているに過ぎないということができます。■そこで，実質的な三者間ソウサイの第3類型である，錯誤弁済ソウサイ型について，つぎに検討することにします。



三者間相殺（6/6）
B→C→A型（Aが相殺権者） →まとめ

民法479条（錯誤弁
済相殺型）
前条〔民法478条：準占有
者への弁済〕の場合を除き，

弁済を受領する権限を有
しない者〔D〕に対してした
弁済は，

債権者がこれによって利
益を受けた限度において
のみ，その効力を有する。
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D G

S

α

G: Gläubiger
S: Schuldner
D: Dritte

利益

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　実質的な三者間ソウサイの第3類型，すなわち，錯誤弁済ソウサイ型の紹介です。■★民法479条（受領する権限のない者に対する弁済）は，以下のように規定しています。■★前条〔すなわち，民法478条（準占有者への弁済）〕の場合を除き，■★弁済を受領する権限を有しない者〔D〕に対して した弁済は，■★債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ，その効力を有する。■この条文には，ソウサイという用語は含まれていませんが，実質的には，錯誤弁済を受領した者によるソウサイに該当するので，図解によって説明します。■★債権者（G）は，■★債務者（S）に対して債権を有しています。■★この債権をアルファ債権と呼ぶことにします。■★ところが，債務者（S）が，第三者（D）を債権者と誤認し，■★錯誤によって（D）に弁済をしたとします。★その場合，その弁済は無効なので，債務者Sは，第三者Dに対して，不当利得に基づいて返還を請求できます。■これが，ベータ債権です。■DがSの請求に応じて弁済額を返還すれば，それで問題は終わりですが，■Dが弁済額を真の債権者に引き渡すなど，（G）が弁済を受けたのと同じ状況が生じたとします。■■この場合，民法479条は，弁済は有効であるとして，ベータ債権とアルファ債権の同時消滅を規定しているのですが，このことを，理論的には，★Dは，アルファ債権を自働債権，ベータ債権をジュドウ債権としてソウサイすることができると考えることができます。■これが，三者間ソウサイの第3類型の典型例となります。■三者間ソウサイの第3類型は，第1の 保証人によるソウサイ型は，ソウサイという用語が使われているけれども，実質的には二者間ソウサイの第三者による援用であったし，第2の錯誤弁済のソウサイ型も，ソウサイという用語が使われていないなど，完全な三者間ソウサイとはいえないかもしれません。■三者間ソウサイにおける第3類型は，ソウサイ権者は，債務を負うだけで，自らの固有の権利を有していないので，ソウサイができるのは，必然的に非常に限定された場合に限られるのです。■しかし，三者間ソウサイについては，理論的には，以上のように，３つの類型が考えられるのであり，それらの全ての類型について，条文のあてはめを経験することは，解釈学の技術を向上させる点では，重要な意味を有すると，私は考えています。



三者間相殺のまとめ（Aが相殺権者）
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A B

C

A B

C

A B

C

C→A→B A→B→C B→C→A

債権譲渡抗弁型 保証人相殺型 錯誤弁済相殺型
民法468条2項
改正案469条

民法457条2項（解釈）
民法436条1項

民法457条2項
民法479条

利益

相殺

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの全ての類型について，詳しく学んできました。■最後に，まとめを兼ねて，全ての類型について，その典型例となる条文が言えるかどうか，さらに，二者間ソウサイを暗示する補助線を自分の力で引くことができるかどうか，チャレンジしてみましょう。■Aがソウサイ権者であるとして，債権者から債務者への矢印で，三者間ソウサイの全てを列挙すると，■★第1類型は，C→A→B■★第2類型は，A→B→C■★第3類型は，B→C→A▲という3つの類型に分類されます。■そこで，それぞれの類型の名前と，その代表例となる条文を列挙してみてください。■★第1類型は，明文の規定がある，債権譲渡抗弁型ですね。■現行法の何条と改正案の何条がこの第1類型に該当しますか？条文を列挙してみてください。★現行民法468条2項，および，■★改正案の469条ですね。■では，第1類型を図示します。補助線をどこに入れるかに着目して見てください。★債権の譲り受け人Cが債務者Aに債権の履行を請求してきた場合，■債務者Aは，債権譲渡人に対して有していた債権をもってソウサイし，債権の譲り渡し人に対抗することができます。■この第1類型の場合，二当事者間ソウサイをヒントにして理解するとすれば，どのような補助線を引くとよいのでしょうか？■★債権の譲り受け人CのAに対する債権は，実は，譲渡前は，債権の譲渡人BのAに対する債権だったのですから，補助線として，以前の債権を点線の矢印で表現するとよいのですね。■そうすると，C→Aの債権がもともとは，B→Aの債権だったので，そこで，ソウサイ適状などの，ソウサイに対する合理的な期待が存在すれば，■★そのソウサイをもって，★Cに対抗できるというわけでしたね。■★つぎの第2類型は，明文の規定が欠けていますが，学説が認めている保証人ソウサイ型ですね。もちろん，この応用形としての，連帯債務者ソウサイ型といってもかまいません。■現行法の何条と改正案の何条がこの第2類型に該当しますか？条文を列挙してみてください。★民法457条2項（保証人の自己の債権によるソウサイ），および，■★民法436条（連帯債務者の一人の債権によるソウサイ）ですね。■では，第2類型を図示します。補助線をどこに入れるかに着目して見てください。★Aが保証人であり，債権者Bの債務者Cの債権について，保証していたとします。■債権者Bが保証人Aに債務の履行を求めてきた場合，保証人Aは，自己が債権者Bに対して有している債権を自働債権とし，債権者Bの債務者Cに対する債権をジュドウ債権としてソウサイし，債権者Aに対抗することができます。■この第2類型の場合，二当事者間ソウサイをヒントにして理解するとすれば，どのような補助線を引くとよいのでしょうか。■★補助線として，債権者BのAに対する履行請求を補助線の矢印で表現するとよいのですね。■★そうすると，問題が形式的には，二者間ソウサイとして理解できるけれども，BからAに向けられているように見えるジュドウ債権をよく観察してみると，それは，実は，債権者Bの債務者Cに対する債権であるので，その実質は，三者間ソウサイであることが理解できるというわけでしたね。■★最後の第3類型は，形式的な規定はあるけれども，実質的な規定には，ソウサイという用語が使われていない錯誤弁済ソウサイ型ですね。もちろん，形式的な条文を使って，保証人ソウサイ援用型といってもかまいません。■現行法の何条と改正案の何条がこの第3類型に該当しますか？条文を列挙してみてください。★民法457条2項（債務者の債権によるソウサイの援用），および，■★民法479条（受領する権限のない者に対する弁済）ですね。■では，第3類型を図示します。補助線をどこに入れるかに着目して見てください。★Bが債権者であり，Cがその債務者ですが，Cが債権者を間違えて，第三者であるAに対して錯誤弁済をしたとします。■錯誤弁済なので，Cは，弁済は無効であるとして，不当利得に基づく返還債権を有しています。この場合に，第三者Aの弁済によってBが利益を得ている場合には，第三者Aは，債権者Bの債務者Cに対する債権を自働債権とし，債務者Cの第三者Aに対する不当利得返還請求権をジュドウ債権としてソウサイし，債務者Cに対抗することができます。■この第3類型の場合，二当事者間ソウサイをヒントにして理解するとすれば，どのような補助線を引くとよいのでしょうか。■★補助線として，第三者Aから債権者B利益の移転を補助線の矢印で表現するとよいのですね。■★そうすると，第三者による弁済と同様に，債権者Bの債務者Cに対する債権が移転するので，A・C間のソウサイの問題として理解できるけれども，■★その実質は，三者間ソウサイであることが理解できるというわけでしたね。■以上で，三者間ソウサイのまとめとします。■一度で理解できなければ，このページや，個別の類型のページに戻って，繰り返しビデオを見ると，理解が深まるでしょう。



相殺

三者間相殺の復習（Aが相殺権者）
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C→A→B A→B→C B→C→A

債権譲渡抗弁型 保証人相殺型 錯誤弁済相殺型
民法468条2項
改正案469条

民法436条1項
民法457条2項（解釈）

民法457条2項
民法479条

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　三者間ソウサイの復習です。■それぞれの類型に対応する条文は何か，三者間ソウサイを理解するための補助線を自分で入れることができるかどうか，■全ての類型を理解できたかどうか，チェックして見ましょう。



13-2. マルチラテラル・ネッティング

12-2-1. 多数当事者間相殺

12-2-2. CCP（Central Counter Party）

12-2-3. 全銀ネッティング

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 270

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　二者間ソウサイ，▲三者間ソウサイの学習を終えたので，つぎに，多角当事者間ソウサイ，すなわち，マルチラテラル・ネッティングについて学習を進めることにしましょう。■この仕組みが分かると，銀行間で使われている▲全銀ネッティングを理解することができるようになりますので，しっかり理解することにしましょう。



多数当事者間相殺（1/6）
CCPを積極的に利用する方法（1/2）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　マルチラテラル・ネッティングの基本となる，CCP（セントラル・カウンター・パーティ）を利用して，決済を効率化する方法を説明します。■★当事者をA, B, C, D の4者とし，左の図のように，AがBに対して10万円の債権を有し，反対にBが4万円の債権を有するというように，それぞれが，取引によって債権と債務を有している状態を共通の前提とします。■この場合について，最初の方法は，■★まず，二当事者間ソウサイによって債権・債務関係を債権関係だけに整理します。■★そうすると，各当事者の関係が単純な債権関係に整理されるので，■つぎにCCPを利用して，決済問題を解決します。★CCPを利用する場合，AのBに対する債権は，■AからCCPへの同額である６万円の債権，■CCPからBに対する同額の6万円債権というように，分解されます。★同様にして，BのCに対する債権についても，■★CのDに対する債権についても，■★DのAに対する債権についても，CCPに対する関係へと分解します。■同様にして，AとCとの関係，BとDとの関係も同様に処理できるのですが，■図が複雑になることから，たすきがけの関係は，この図では省略しています。



多数当事者間相殺（2/6）
CCPを積極的に利用する方法（2/2）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　各当事者とCCPとの関係があきらかになったので，■★各当事者とCCPとの間の債権・債務関係の間でソウサイを行います。■★ソウサイの結果を表示すると，★Aは，CCPに2万円を支払い，■★Bは，CCPに3万円を支払い，■★Cは，CCPから1万円を受け取り，■★Dは，CCPから4万円を受け取ることによって，■各当事者の債権･債務関係が，決済されます。■A, B, C, D, が，ばらばらに決済を行って，金銭の移動をすることと比較すれば，■効率的な決済が実現されることになります。
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多数当事者間相殺（3/6）
CCPを最後のみに利用する方法（1/2）
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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の方法は，CCPを多用する方法でしたが，■第2の方法は，多数当事者の関係を，CCPを多用せず，なるべく当事者間同士でソウサイを行い，■最後の資金の受け渡しの処理だけをCCPを利用するという方法です。■★最初の手続きは，第1の方法と同じです。各当事者間の債権･債務関係を，債権関係だけに単純化します。■★次に，ソウサイ後の処理を，いきなりCCPに頼らずに，各当事者間のソウサイ後のプラス・マイナスを計算します。■そうすると，■★Aは，他の当事者との関係で，2万円のマイナスが生じており，■★Bは，他の当事者との関係で，3万円のマイナスが生じており，■★Cは，他の当事者との関係で，1万円のプラスが生じており，■★Dは，他の当事者との関係で，4万円のプラスが生じていることが分かります。



多数当事者間相殺（4/6）
CCPを最後のみに利用する方法（2/2）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この段階まで来たら，最後にCCPを利用するのが効率的です。■なぜなら，CCPを利用しないと，各当事者間に生じたプラス・マイナスを解消する方法は，以下に示すように，非常に複雑となるからです。■★マイナス2万円の状態となっているAは，プラス4万円の状態になっているDに2万円を支払うとします。■★つぎに，マイナス3万円となっているBは，プラス2万円の状態となっているDに2万円，■★プラス1万円の状態になっているCに1万円を支払うことにすると，全ての決済が完了します。■しかし，この方法は，一義的には決まりません。なぜなら，他の方法も考えられるからです。例えば，■★Aが1万円をDに支払い，■★残りの1万円をCに支払い，■★Bが3万円をDに支払うという方法によっても，全ての決済が完了するからです。★その点，同じ問題を，■★CCPを利用する場合には，問題は一義的に決定されます。なぜなら，■★Aは，CCPにマイナス状態にある2万円を支払い，■★Bは，CCPにマイナス状態にある3万円を支払い，■★Cは，CCPからプラス状態にある1万円を受け取り，■★Dは，CCPからプラス状態にある4万円を受け取ることによって，全ての決済が一義的に完了するからです。



多数当事者間相殺（5/6）
最後まで相殺前の状態を残す方法（1/2）
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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CCPを利用した決済を外観してきましたが，便利な方法であるからといって，■効率化だけを推し進めると，思わぬ落とし穴に陥ることがあります。■それは，債権や債務が錯誤，詐欺等によって無効となったり，取消し事由が発生した場合であり，■そのような場合に，一端行った決済を元に戻せるようなやり方を考えておく必要が肝心です。■そこで，CCPを利用しながらも，債権に生じた様々な抗弁事由に対処できるような，決済方法を考えておくことにしましょう。■第1の方法は，CCPを最後に利用する場合の方法です。★Aに関する債権・債務関係のデータを残したまま，Aのプラスマイナスを差し引き計算します。■★同様にして，Bに関する債権・債務関係のデータを残したまま，Bのプラスマイナスを差し引き計算します。■★同様にして，Cに関する債権・債務関係のデータを残したまま，Cのプラスマイナスを差し引き計算します。■★同様にして，Dに関する債権・債務関係のデータを残したまま，Dのプラスマイナスを差し引き計算します。■★引き続き，その結果を利用して，CCPとの関係を決定します。■★まず，AのCCPへの支払い額2万円を決定しますが，そのプロセスを消去しないで残します。もともとの債権に事故が生じた場合に，再計算を可能にするためです。■★同様にして，BのCCPへの支払額3万円を決定しますが，そのプロセスを消去せずに残します。★CのCCPへの請求額1万円を決定しますが，同様にして，そのプロセスを消去せずに残します。★DのCCPへの請求額4万円を決定しますが，同様にして，そのプロセスを消去せずに残します。■このようにして，CCPとの関係を決定するまでのプロセスを残しておくことで，事故が起きたときの再計算，すなわち，組戻しが可能となります。



1

多数当事者間相殺（6/6）
最後まで相殺前の状態を残す方法（2/2）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★最初からCCPを利用して，多数当事者の債権債務関係をCCPとの関係に分解して，■各当事者のプラス･マイナスを計算する場合でも，■★同様にして，もともとの債権・債務関係のデータを消さずに保存するようにします。■★そのような配慮のもとで，各当事者とCCPとの関係を決定するならば，■元の債権に事故が生じた場合でも，再計算，すなわち，組戻しが可能となります。■コンピュータの記憶媒体の大容量化によって，原因関係を消去せずに，情報処理を行うことができるようになった現在においては，事故が生じた場合に備えて，原因関係を保持することが，重要になっているのです。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　多数当事者間におけるソウサイの仕組みを学習したので，最後に，全国の銀行取引を裏で支える全銀ネットの仕組みについて，簡単に触れておくことにしましょう。■振込みにおいては，預金債権を平行移動するために，民法上の観点からは，債権譲渡と債務引受が行われますが，それを円滑に実現するために，全銀ネットが働いています。■★例えば，AがBに10万円貸金があり，その弁済として，Bの10万円の預金債権をAの取引銀行の預金口座に平行移動することを考えてみます。★反対に，BがAに売掛金代金を回収するために，Aが預金債権をBの預金口座に振り込む場合も，同時に考えてみます。■★まず，Aの貸金債権の場合，Aに預金が振り込まれると，貸金債権は消滅しますが，■★被仕向銀行から仕向銀行に対して，銀行勘定が発生します。■★そして，その決済は，CCPを通じて決済されます。★同様にして，Bの売掛代金の場合，Bに預金が振り込まれると，売掛代金は消滅しますが，■★被仕向銀行から仕向銀行に対して，銀行勘定が発生します。★そして，その決済は，CCPを通じて決済されます。★被仕向銀行がCCPに10万円を請求して受け取り，■★仕向銀行がCCPに10万円を支払うと，全ての決済が終了します。■この場合に，決済のプロセスを消去せずに残しておくと，▲組戻しも簡単に実現できます。



誤振込事件の復習（1/2）
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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？■★実際の事件では，Xは，Yに対して第三者異議の訴えを提起していますが，この訴えは認められるのでしょうか？■これが，ご振込み事件の中心的なテーマです。



誤振込事件の復習（2/2）
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預
金
債
権

支払
委託

Xの
債権者

諾約者
D銀行
丙支店

対価関係 誤振込
受取人

C

諾約者
A銀行
乙支店

Cの

債権者
Y

組戻
引受

預
金
債
権

差押え

全銀ネット口座

誤
振
込
委
託

組
戻
委
託

債務者

振込指
図人X

要約者
A銀行
甲支店

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。



債権総論2

第14回 更改，代物弁済，
免除，混同

 14-1. 更改

 14-2. 代物弁済

 14-3. 免除

 14-4. 混同
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14-1. 更改の意義
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 更改の定義

契約によって既存の債権を消滅させると同時に，これに代わる新しい債
権を成立させること（民法513条1項）。債権（旧債権）の消滅原因の1つ
である。

ただし，債務者の交代による更改（民法514条）の場合，旧債務者が残

る並存的債務引受に該当する場合には，旧債務も消滅しない場合があ
る（不完全更改） 。

 更改と代物弁済との違い

更改においては，確かに古い債務は消滅するが，代わりに，新しい債務
が成立する。つまり，全体としてみると，「債務の切替え」が行われるだ
けである。

代物弁済においては，現実に給付が行われて，債権が消滅する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★更改とはなんでしょうか？■★更改とは，契約によって既存の債権を消滅させると同時に，これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。民法513条1項は，更改を債権（すなわち，旧債権）の消滅原因のひとつであるとしています。■★ただし，債務者の交代による更改（すなわち，民法514条）の場合，旧債務者が残る並存的債務引受に該当する場合には，旧債務が消滅しない場合があります。これを，不完全更改ということがあります 。■★更改とダイブツ弁済との違いは，以下の通りです。■★更改においては，確かに古い債務は消滅しますが，代わりに，新しい債務が成立します。■つまり，全体としてみると，「債務の切替え」が行われるだけです。■★これに対して，ダイブツ弁済においては，現実に給付が行われて，すべての債権が消滅します。



14-2. 代物弁済の規定の改正
要物契約→諾成契約

現行法

第482条（代物
弁済）

債務者が，債権
者の承諾を得て，
その負担した給付
に代えて他の給
付をしたときは，
その給付は，弁済
と同一の効力を有
する。

改正案

第482条（代物弁済）

弁済をすることができる者（以下
「弁済者」という。）が，債権者との
間で，債務者の負担した給付に代
えて他の給付をすることにより債
務を消滅させる旨の契約をした場
合において，その弁済者が当該他
の給付をしたときは，その給付は，
弁済と同一の効力を有する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　代物弁済については，民法（債権関係）改正案によって，あいまいだった点が明らかにされます。★現行法第482条は，以下のように規定しています。■★債務者が，債権者の承諾を得て，その負担した給付に代えて他の給付をしたときは，その給付は，弁済と同一の効力を有する。■この規定に関しては，代物弁済契約が，諾成契約か，要物契約かが明らかでなく，学説上，争いがありました。■民法（債権関係）改正においては，契約は，原則として諾成契約とするという方針が採用されたため，民法（債権関係）改正案第482条は，以下のように規定しています。■★弁済をすることができる者（以下「弁済者」という。）が，債権者との間で，債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において，その弁済者が当該他の給付をしたときは，その給付は，弁済と同一の効力を有する。■改正案によって，代物弁済契約が諾成契約であること，代物弁済契約の履行によって，債務が消滅すること，および，代物弁済によって，全ての債務が消滅することが明確となりました。■つまり，債務を消滅させると同時に，新債務が発生するという場合には，代物弁済よりも，更改がふさわしいということになります。



更改の規定の改正案

現行法

 第513条（更改）

①当事者が債務の要素を
変更する契約をしたときは，
その債務は，更改によって
消滅する。

②条件付債務を無条件債
務としたとき，無条件債務
に条件を付したとき，又は
債務の条件を変更したとき
は，いずれも債務の要素
を変更したものとみなす。

改正案

 改正案 第513条（更改）

当事者が従前の債務に代えて，新た
な債務であって次に掲げるものを発生
させる契約をしたときは，従前の債務
は，更改によって消滅する。

一 従前の給付の内容について重要な
変更をするもの

二 従前の債務者が第三者と交替する
もの

三 従前の債権者が第三者と交替する
もの

②（削る）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現行民法においては，更改の冒頭条文である第513条（更改）は，以下のように規定しています。■★民法513条▲第1項■当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは，その債務は，更改によって消滅する。■★民法513条▲第2項■条件付債務を無条件債務としたとき，無条件債務に条件を付したとき，又は債務の条件を変更したときは，いずれも債務の要素を変更したものとみなす。■更改の冒頭条文である，民法513条1項で規定されている「要素」という用語は，民法95条が，「意思表示は，法律行為の要素に錯誤があったときは，無効とする。」としていたのと平仄が合っており，■契約の成立時点で要素がなければ，契約は無効となり，契約の要素を変更すれば，契約上の債務が消滅するという点で，民法の壮大な体系を示すものでした。■今回の改正案は，錯誤についても，また，更改についても，「要素」という用語を民法から完全に削除しようとしています。残念なことといわなければなりません。■更改に関する改正案を見てみましょう。■★改正案第513条（更改）は，以下のように規定しています。■★改正案513条■当事者が従前の債務に代えて，新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは，従前の債務は，更改によって消滅する。■★改正案513条▲第1号■従前の給付の内容について重要な変更をするもの■★改正案513条▲第2号■従前の債務者が第三者と交替するもの■★改正案513条▲第3号■従前の債権者が第三者と交替するもの■★改正案513条▲第2項■削除■改正案513条▲第1号では，現行法の「債務の要素」の代わりに「給付の内容」という用語を用いています。■しかし，給付とは，債務の目的のことであり，また，債務の内容とは，債務の目的のことだと理解されていますので，改正案の「給付の内容」という用語は，「債務の内容の内容」という，いわば，ドウゴ反復に陥っています。■論理の一貫性を重視するのであれば，ドウゴ反復を避けるためにも，改正案513条第1号は，「従前の債務の目的を変更をするもの」と規定すべきだと，私は考えています。



更改の種類

更
改

債務の目的の変更
による更改

（民法513，518条）

債務者の交替によ
る更改

（民法514条）

債務者と新債務者
との間の契約

（指図）

債権者と新債務者
との間の契約

（新債務者の干渉）債権者の交替によ
る更改

（民法515条）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行法と改正案とは，用語について変更が加えられていますが，内容は同じです。更改には，三つのタイプがあります。★第1は，債務の目的の変更による更改です。■★第2は，債務者の交替による公開です。これには，以下の二つがあります。■★一つは，債務者と新債務者との間の契約による更改（すなわち，指図，わが国の解釈では，第三者のためにする契約）であり，■★もうひとつは，債権者と新債務者との間の契約による更改（すなわち，判例・学説で認められてきた債務引受とほぼ同じ）です。■★第3は，債権者の交替による更改であり，その実態は，債権譲渡と変わらないので，債権譲渡の対抗ヨウケンの規定が準用されます。



更改に対する偏見（1/4）
日常用語での問題

 民法の代表的な注釈書のひとつである我妻＝有泉『コンメン
タール民法』（2013）947頁は，以下のように記述している。

日常用語において，従来の条件を再検討したうえで契約を更新すること
を更改と呼ぶ例がみられるが，（たとえば，プロ野球選手の契約更改），
これは，民法が定める更改とは違う概念〔更新〕である。

 しかし，これは，根拠のない偏見であり，日常用語を見下す
学者の傲慢の一例である。

 プロ野球選手の契約更改は，主として年俸をめぐる争いであ
り，年俸は，まさに，契約の要素に他ならない。

 したがって，「契約更改」の交渉で年俸を変更することは，ま
さに，民法上の更改（民法513条）そのものである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　更改は，プロ野球選手の更改契約など，日常生活ではポピュラーな用語ですが，法律家の間では，不当な評価しか与えられていません。■その理由は，わが国の民法の学説が，大正期移行，ドイツ民法の学説に支配されるようになったからです。■ドイツ民法には，更改の概念がありません。更改の機能のうち，債務の目的の変更は，ダイブツ弁済とされ，債務者の交替による更改は，債務引受とされ，債権者の交替による更改は，債権譲渡とされているからです。■このような背景知識をもって，わが国の学説を眺めると，更改契約に低い評価しか与えられていない理由が理解できます。■★例えば，民法の代表的な注釈書のひとつであるワガツマ＝有泉『コンメンタール民法』（2013）947頁は，更改について，以下のように記述しています。■★日常用語において，従来の条件を再検討したうえで契約を更新することを更改と呼ぶ例がみられるが，（たとえば，プロ野球選手の契約更改），これは，民法が定める更改とは違う概念〔更新〕である。■★しかし，これは，根拠のない偏見であり，日常用語を見下す学者の傲慢の一例であると，私は考えています。■★プロ野球選手の契約更改は，主として年俸をめぐる争いであり，年俸は，まさに，契約の要素（給付の内容）に他ならないからです。■★したがって，「契約更改」の交渉で年俸を変更することは，通説とは異なりますが，まさに，民法上の更改（民法513条）そのものであると考えるべきでしょう。



更改に対する偏見（2/4）
条文の削除問題

 現代語化以前の民法513条2項には，後段として，以下の条文が規定さ
れていた。

「債務の履行に代えて為替手形を発行する亦同じ」

 ところが，この条文は，「更改ではなく，代物弁済である」として，この規定
を代物弁済に移して保存することもせずに，削除してしまった。これも，民
法現代語化の行き過ぎの一例（民法422条参照）である。

 債務の履行に代えて，「銀行振込み」をする場合であれば，理念的には，
債務が消える一方で預金債権が発生するので，更改に違いないとしても，
現実には，預金債権は，預金通貨と認められているので，代物弁済とし
て扱っても，問題は少ない（誤振込の場合には問題が残る）。

 しかし，為替手形の場合には，人的抗弁が切断され，物的抗弁が残る新
たな手形債務（不渡りになる危険性がある）が発生するのであり，債務と
抗弁とが完全に消滅する弁済・代物弁済と同等に扱うべきではない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　更改に対する偏見の例は，先の例にとどまりません。■★現代語化▲以前の民法513条2項には，その後段として，以下の条文が規定されていました。■★「債務の履行に代えて為替手形を発行する▲亦同じ」■★ところが，この条文は，「更改ではなく，ダイブツ弁済である」として，この規定をダイブツ弁済に移して保存することもしないまま，この条項を削除してしまったのです。■これも，民法現代語化の行き過ぎの一例であると，私は考えています。（民法422条の場合も同じ行き過ぎがなされていますので，復習しましょう。）■★債務の履行に代えて，「銀行振込み」をする場合であれば，理念的には，債務が消える一方で預金債権が発生するので，更改に違いないとしても，■現実には，預金債権は，預金通貨と認められているので，ダイブツ弁済として扱っても，問題は少ないかもしれません。（ただし，ご振込の場合には問題が残ります）。■★しかし，為替手形の場合には，ジン的抗弁が切断され，物的抗弁が残る新たな手形債務が発生するのであり，この手形債務は，不渡りになる危険性もあるのですから，債務と抗弁とが完全に消滅するダイブツ弁済と同等に扱うべきではありません。■債務の履行に代えて，為替手形を発行するのは，更改契約として，条文に残すべきであったと，私は考えています。



更改に対する偏見（3/4）
偏見の原因

 民法は，更改について，詳細な規定を置いているが，これら
はフランス法を継受したものである。

 これに対して，わが国で信奉者が多い，ドイツ民法は，更改
の規定を置いていない。

ドイツ民法は，債権者の交替による更改を債権譲渡，債務者の交替に
よる更改を債務引受，その他の更改を代物弁済として規定している。

 そこで，わが国の多くの民法学者は，フランス民法を継受し
た「更改」は，わが国においても不要であると考えている。

 そして，更改の用語法（プロ野球の更改契約）に対してケチ
をつける一方で，更改の適用範囲を縮小し，さらには，更改
の規定（民法513条2項後段）を削除しているのである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法の解釈，その後の立法において，更改が不当な評価を受けている理由について考察しておきます。■★民法は，もともと，更改について，詳細な規定を置いていますが，これらはフランス法を継受したものです。■★これに対して，わが国で信奉者が多い，ドイツ民法は，更改の規定を置いていません。■★先にも述べたように，ドイツ民法は，■債権者の交替による更改を債権譲渡，■債務者の交替による更改を債務引受，■その他の更改をダイブツ弁済として規定しています。■★そこで，わが国の多くの民法学者は，フランス民法を継受した「更改」は，わが国においても不要であると考えているのです。■★そして，更改の用語法（プロ野球の更改契約）に対してケチをつける一方で，更改の適用範囲を縮小し，さらには，更改の規定（民法513条2項後段）を削除しているのです。



更改に対する偏見（4/4）
偏見の除去のための基本的考え方

 わが国の更改の規定を軽視し，ドイツ法に依拠する方法論の問題点

確かに，ドイツ民法には，わが国にはないとされる債務引受の規定がある。しか
し，国内のケースにドイツ法を適用することはできない。

 債務引受の規定は旧民法には存在した

わが国の旧民法には，債務者の交替による更改の規定の中に，免責的債務引
受，並存的債務引受の規定（財産編496条～498条）が存在していた。

それを修正した現行民法514条の解釈において，旧民法の規定を活用し，条文
の解釈の範囲で，債務引受の問題を解決することが可能である。

 代物弁済の規定は，わずか１箇条しかなく，使い勝手が悪い

代物弁済の規定はわずか１箇条しかなく，複雑な問題を解決するには適してい
ない。

債務の消滅とともに，新債務が発生する場合については，6箇条を有する更改

の規定を活用する方が，無理に代物弁済の規定を適用するよりも，具体的で妥
当な解決を図ることができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★わが国の更改の規定を軽視し，ドイツ法に依拠する方法論には，以下のような問題点があります。■★確かに，ドイツ民法には，わが国にはないとされる債務引受の規定があります。■しかし，国内のケースにドイツ民法を適用することはできません。■★しかも，民法制定の歴史を振り返ってみると，債務引受の規定は旧民法には存在していたのです。■★わが国の旧民法には，債務者の交替による更改の規定の中に，免責的債務引受，並存的債務引受の規定（すなわち，旧民法▲財産編▲496条～498条）が存在していました。■★それを修正した現行民法514条の解釈において，旧民法の規定をうまく活用し，条文の解釈の範囲で，債務引受の問題を解決することが可能なのです。■わが国の民法学説は，ドイツ民法にならって，更改契約をダイブツ弁済契約で置き換えようとしています。■★しかし，ダイブツ弁済の規定は，わずか１箇条しかなく，使い勝手が悪いのです。■★なぜなら，わずか１箇条では，複雑な問題を解決するには適していないからです。■★債務の消滅とともに，新債務が発生する場合については，6箇条を有する更改の規定を活用する方が，1か条しかないダイブツ弁済の規定を無理に適用するよりも，具体的で妥当な解決を図ることができるのです。



14-3. 免除
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権の終了原因のひとつである，「免除」について説明します。



免除の意味

 免除の定義

債権者が，債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させ
ること（民法519条）。

第519条（免除）

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは，その債
権は，消滅する。

免除は単独行為（債権の放棄）として規定されているから，債務者の意
思を問わずに債権者が自由にすることができるが，免除によって第三者
を害することは許されない。

例えば，賃借地上の建物に抵当権をもつ者があれば，借地人が賃借権
を放棄しても抵当権者に対抗できないと解されている（民法398条参照）。

第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は，その権利
を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★免除とは，なんでしょうか？■★免除とは，債権者が，債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させることをいいます。■★この点について，民法519条（免除は），以下のように規定しています。■★債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは，その債権は，消滅する。■★免除は単独行為（債権の放棄）として規定されているので，債務者の意思を問わずに債権者が自由にすることができますが，免除によって第三者を害することは許されません。■★例えば，賃借地上の建物に抵当権をもつ者があれば，借地ニンが賃借権を放棄しても，抵当権者に対抗できないと解されています（民法398条を参照してください）。■★第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）は，以下のように規定しています。■★地上権又はエイ小作権を抵当権の目的とした地上権者又はエイ小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。■このような考え方は，つぎに述べる，債権や物権における権利の放棄の場合にも，妥当する考え方です。



債務の免除と債権の放棄

第398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は
永小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者
に対抗することができない。

最一判昭38・2・21民集17巻1号219頁

土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合
意解除〔債権放棄〕しても，土地賃貸人は，特別の事情がな
いかぎり，

民法398条〔抵当権の目的である地上権等の放棄〕，538条
〔第三者の権利の確定〕の法理，および，信義誠実の原則
に照らして，

その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★民法398条（抵当権の目的である地上権等の放棄）は，以下のように規定しています。■★地上権又はエイ小作権を抵当権の目的とした地上権者又はエイ小作人は，その権利を放棄しても，これをもって抵当権者に対抗することができない。■★この点について，最高裁判所▲第一小法廷▲昭和38年2月21日判決▲民事判例集17巻1号219頁は，以下のように判示しています。■★土地賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約を合意解除〔債権放棄〕しても，土地賃貸人は，特別の事情がないかぎり，■★民法398条〔抵当権の目的である地上権等の放棄〕，538条〔第三者の権利の確定〕の法理，および，信義誠実の原則に照らして，■★その効果を地上建物の賃借人に対抗できない。■以上で，免除と放棄についての説明を終わります。



14-4. 混同
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権の消滅原因の最後のものとして，混同について説明します。



混同の意味

混同の定義

債権者の地位と債務者の地位とのように相対立する二つ
の法律的地位が同一人に帰することをいう。

この二つの地位を併存しておく意味がない場合には法律的
地位の一方は消滅する（民法179条，520条） 。

例えば，父に対し貸金債務を負っていたが相続によってそ
の債権者となった場合などであり，混同が生じて，債務は消
滅する。

しかし，消滅する権利が第三者の権利の目的となっている
場合には存続させておく意味があるから，消滅しない（民法
179条1項ただし書き，民法520条但し書き）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
混同とは，なんでしょうか？■★混同とは，債権者の地位と債務者の地位とのように相対立する二つの法律的地位がドウイツニンに帰することをいいます。■★この二つの地位を併存しておく意味がない場合には法律的地位の一方は消滅します（民法179条，520条は，このように規定しています） 。■★例えば，父に対し貸金債務を負っていたが，相続によってその債権者となった場合などがこの例であり，混同が生じて，債務は消滅します。■★しかし，消滅する権利が第三者の権利の目的となっている場合には，権利を存続させておく意味があるので，消滅しません（民法179条1項ただし書き，民法520条但し書きが，そのように規定しています）。



混同による債権の消滅

最一判平元・4・20民集43巻4号234頁

１．自動車損害賠償保障法３条による被害者の保有者に対
する損害賠償債権と保有者の被害者に対する損害賠償債
務とが同一人に帰し，債権が混同によって消滅した場合に
は，自動車損害賠償保障法１６条１項に基づく被害者の保
険会社に対する損害賠償額の支払請求権も消滅する。

２．自動車損害賠償保障法１５条にいう「自己が支払をし
た」とは，自動車損害賠償責任保険の被保険者が自己の出
捐によって損害賠償債務を全部又は一部消滅させたことを
意味し，混同によつて損害賠償債務が消滅した場合は，該
当しない。

2016/1/12 Lecture on Obligation, 2015-2016 294

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　混同による消滅の例として，最高裁第一小法廷▲平成元年4月20日判決▲民事判例集43巻4号234頁の例を取り上げます。■★最高裁平成元年判決は，以下のように判示して，混同による債権の消滅と弁済による債権の消滅を区別しています。★自動車損害賠償保障法３条による被害者の保有者に対する損害賠償債権と保有者の被害者に対する損害賠償債務とがドウイツニンに帰し，債権が混同によって消滅した場合には，自動車損害賠償保障法１６条１項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権も消滅する。■★自動車損害賠償保障法１５条にいう「自己が支払をした」とは，自動車損害賠償責任保険の被保険者が自己の出捐によって損害賠償債務を全部又は一部消滅させたことを意味し，混同によって損害賠償債務が消滅した場合は，該当しない。



損害賠償債権→連帯保証

保
険
金
債
権

混同の事例分析
最一判平元・4・20民集43巻4号234頁
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子（死亡）
B

父（死亡）
A

保険会社
Y

子（AB相続）
X

混同

弁済とみなされる?

父（A）の運転する自動車事故
で，同乗していた子（B）も死亡
したため，A，Bを相続したAの
他の子（X）が保険会社（Y）に対
して，保険金を請求した事件。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁第一小法廷▲平成元年4月20日判決▲民事判例集43巻4号234頁の事案を図示します。■★父（A）の運転する自動車事故で，同乗していた子（B）も死亡したため，A，Bを相続したAの他の子（X）が保険会社（Y）に対して，保険金を請求したというものです。■★被害者である子（B）の地位，および，加害者である父（A）の地位を，子（X）が承継したため，混同によって保険金請求権は消滅するとされました。■★被害者である子（B）の加害者である父（A）に対する損害賠償責任について，もしも，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）を類推して，混同によって弁済されたものとみなされるとすれば，他の子（X）は，保険金を請求できるはずです。■それにもかかわらず，最高裁は，弁済されたのではなく，混同によって消滅したのだとして，保険金の請求を否定しました。■★しかし，父の遺産によって，子の損害賠償請求権が弁済されたと考え，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）を類推すれば，混同を弁済と同様に扱うことができるため，相続人Xは，保険会社に対して保険金を請求できるはずです。■保険料を全額受け取っていながら，保険事故が生じているにもかかわらず，混同を理由として，保険金の支払いを拒むという保険会社のやり方は，信義則に反していると，私は考えています。



混同による消滅の例外?

最一判昭46・10・14民集25巻7号933頁

特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に
帰属するに至った場合であっても，その賃借権が
対抗要件を具備したものであり，かつ，その対抗要
件を具備したのちに右土地に抵当権が設定されて
いたときは，

民法１７９条１項但書の準用により，賃借権は消滅
しないものと解すべきであり，このことは，賃借権の
対抗要件が建物保護に関する法律１条によるもの
であるときでも同様である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　混同については，債権と債務の混同による消滅のほか，物権にも似たような規定があります。■民法179条（混同）は，以下のように規定しています。ドウイツブツについて所有権及び他の物権がドウイツニンに帰属したときは，当該他の物権は，消滅する。ただし，その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは，この限りでない。■そこで，最高裁は，所有者と賃借人とがドウイツジンブツに帰属した場合について，■★最高裁判所第一法廷▲昭和46年10月14日判決▲民事判例集25巻7号933頁は，以下のように判示しています。■★特定の土地につき所有権と賃借権とがドウイツニンに帰属するに至った場合であっても，その賃借権が対抗ヨウケンを具備したものであり，かつ，その対抗ヨウケンを具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは，■★民法１７９条１項但書の準用により，賃借権は消滅しないものと解すべきであり，このことは，賃借権の対抗要件が建物保護に関する法律１条によるものであるときでも同様である。■最高裁は，この事件を所有権と賃借権とが混同した場合として，民法179条1項を準用していますが，■実は，この事件は，賃貸人の地位と賃借人の地位とが混同した場合であり，民法520条を適用すべき事件であったと思われます。■抵当権者の利益は，民法520条の適用によっても，同じように保護されるからです。



賃料債権の差押えの効力発生後における賃貸借終了
最三判平24・9･4判時2171号42頁

年月日 事実 適用

H16/10/20
Aは，Yに本件建物を老人ホームとして賃貸。賃借期間を
H10/11/01からH36/03/31までとし，賃料は，平20/05/23まで
200万円/月，それ以降140万円/月とする。

AもYも，代表取締役は
A1 。賃貸借期間は25
年

H16/11/19 B銀行は，Aに対して3億円を融資。Yは，Aの連帯保証人 Aは，根抵当権も設定

H20/05 Aは，事実上倒産。YはBに対して，197万7397円/月支払うこ
とで合意。

H20/10/10 Xは，本件賃料債権（H19/04～H21/06分）を差押え。 賃料差押え

H21/09/29 第1審判決（Yは，Xに1,400万円支払え）

H21/12/25 Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転。B
は，根抵当権を抹消。新たに根抵当権を設定。

賃貸借終了

Xは，訴えを交換的に変更し，H20/08/07～H22/10/07の賃料
について，支払いを求めた。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に，混同による債権の消滅に関する，最高裁の最近の判例を取り上げます。最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報▲2171号42頁▲の事実関係は，以下のとおりです。平成16年10月20日▲A社は，A1が代表取締役であるY社に本件建物を老人ホームとして賃貸し，賃借期間を平成10年11月1日から平成36年3月31日までとし，賃料は，平成20年5月23日まで，月々200万円，それ以降は，月々140万円とすることにしました。平成16年11月19日▲B銀行は，A社に対して3億円を融資しました。Y社は，Aの連帯保証人となりました。平成20年5月▲A社は，事実上倒産しました。そこで，Y社はB銀行に対して，月々197万7397円を支払うことで合意しました。平成20年10月10日▲Xは，本件賃料債権（平成19年4月～平成21年6分）を差し押えました。平成21年9月29日▲第1審判決は，「Yは，Xに1,400万円支払え」と，判示しました。平成21年12月25日▲Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転しました。これによって，本件賃貸借は終了し，Bは，根抵当権を抹消し，新たに根抵当権を設定しました。そこで，Xは，訴えを交換的に変更し，平成20年8月7日～平成22年10月7日の賃料について，Yに支払いを求めました。



賃
貸
借
関
係

最三判平24・9･4判時2171号42頁
当事者の法律関係
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賃
料
債
権

銀行
B

賃貸人A
→所有者Y

賃借人
Y

債権者
X

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報▲2171号42頁の事実関係を，図を使って，わかりやすく示すことにします。★平成16年10月20日▲A社（賃貸人）は，★A1が代表取締役であるY社(賃借人）に，★本件建物を老人ホームとして，★賃貸しました。■その賃借期間は，平成10年11月1日から平成36年3月31日までの２５年間とし，■賃料は，平成20年5月23日までは，月々200万円，それ以降は，月々140万円とすることにしました。■★平成16年11月19日▲B銀行は，★A社に対して，3億円を融資し，★本件建物に，根抵当権の設定を受けました。■Y社は，A社の連帯保証人となりました。■平成20年5月▲A社は，事実上倒産しました。■そこで，Y社はB銀行に対して，月々197万7397円を支払うことで合意しました。★平成20年10月10日▲Xは，★本件賃料債権（平成19年4月～平成21年6月分）を★差押えました。■平成21年9月29日▲第1審は，「YはXに1,400万円支払え」との判決を下しました。■平成21年12月25日▲Yは，本件建物をAから3億7250円で購入し，登記を移転しました。■これによって，本件賃貸借は終了し，Bは，根抵当権を抹消し，新たに根抵当権を設定しました。■そこで，Xは，訴えを交換的に変更し，平成20年08月7日～平成22年10月7日の賃料について，Yに支払いを求めました。



最三判平24・9･4判時2171号42頁

判旨

賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡し
たことにより賃貸借契約が終了した以上は，

その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても，

賃貸人と賃借人との人的関係，当該建物を譲渡するに至っ
た経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして，賃借人に
おいて賃料債権が発生しないことを主張することが信義則
上許されないなどの特段の事情がない限り，

差押債権者は，第三債務者である賃借人から，当該譲渡
後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができな
い。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先に図解した最高裁▲平成24年判決，すなわち，最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報2171号42頁の★ハンシは，以下の通りです。■★賃貸人が賃借人に賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより，賃貸借契約が終了した以上は，■★その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても，■★賃貸人と賃借人との人的関係，当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして，賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが，信義則上許されないなどの特段の事情がない限り，■★差押債権者は，第三債務者である賃借人から，当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。■最高裁判決は，以上のとおりですが，混同以前に差押えを行った差押債権者よりも，混同が優先するのは，なぜなのでしょうか?■民法520条が，「債権及び債務がドウイツニンに帰属したときは，その債権は，消滅する。ただし，その債権が第三者の権利の目的【物】であるときは，この限りでない」としている，ただし書きは，この場合に，意味を持たないのでしょうか?■この点について，つぎに考察することにしましょう。



混同と弁済と差押えとの関係

第438条（連帯債務者の1人との間の混同）
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があった
ときは，その連帯債務者は，弁済をしたものとみな
す。

第481条（支払の差止めを受けた第三債務者
の弁済）

①支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債
権者に弁済をしたときは，差押債権者は，その受け
た損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三
債務者に請求することができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先に述べたように，最高裁▲第三小法廷▲平成24年9月4日判決▲判例時報2171号42頁は，賃借人が，賃貸物件を購入したため，賃貸人（A）と賃借人（Y）との地位が混同によって消滅した場合について，それ以前に，賃貸人の債権者（X）が，賃料債権を差押えた場合であっても，その「差押債権者（X）は，第三債務者である賃借人（Y）から，当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。」と判示しました。★ここで，民法438条（連帯債務者の1人との間の混同）が，連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった場合について，★その連帯債務者は，弁済をしたものとみなす，と規定していることを思い起こしましょう。■★さらに，民法481条（支払の差止めを受けた第三債務者の弁済）が，以下のように規定していることをも思い出しましょう。■★民法481条1項■支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは，差押債権者は，その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。■すなわち，本件の場合，差押債権者は，その後に第三債務者である賃借人が債権者に弁済をした場合に，第三債務者である賃借人に，さらに弁済をすることを請求できるのですが，第三債務者である賃借人は，すでに，混同によって賃貸借が終了し，賃借人としての地位を失っています。■このようにして，混同の場合には，みなし弁済がなされてしまうと考えると，弁済を差し止めたはずの差押債権者であっても，手の打ちようがないということになります。■もっとも，本件の場合，第三債務者である賃借人（Y）が，本件賃貸物件を買い受けており，Xとしては，Yに対する差押えが効力を有しなくなることに，納得ができないという思いはよく理解できます。■しかし，第三者による根抵当権も抹消されているため，民法420条ただし書きが使えないのですから，Xの請求が認められなかったのは，仕方のないところでしょう。



債権の時代
通貨も物（金属，紙）から情報（金銭債権）へ
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物権から債権へ

 モノやサービスの価値は，物である
カネによって評価されてきた。

 物の使用・収益・換価・処分に関する
物権の全盛の時代であった。

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

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

物から情報へ

 債権とは，方向と量と時間の要素で表
現される情報（ベクトル）である。

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

その実体は，銀行口座への入・出金記
帳という情報に過ぎない。

 情報であるから，電子的に安価かつ即
時に送・受信することができる。

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

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



債権総論2

活用すべき文献
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 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

 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）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これで，債権総論2▲総集編，および，定期試験仮想問題の解説を終わります。試験勉強をしっかりして，満点を取ることをめざしましょう。



学生諸君への遺言

2016年1月12日

明治学院大学法学部教授

加賀山 茂
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明学生としての誇りを持とう

建学の精神である “Do for others”
他人の意思の探究と尊重（自分の意思は劣後）

民法697条の「適合性原則」の解釈

法学部の学生であることの誇りを持とう

法律にも，判例にも，著作権がない（著作権法13
条）のは，“Do for others” の一例

判例は，人類の永遠の宝

事実に法がどのように適用されたか（法学部の学生の売
り）の歴史が記録されたもの
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人生に目標を

 もう一度生まれてきても，同じ人生（職
業，伴侶，趣味など）を何度でも繰り返
したいと思えるような選択をしよう。

偉人伝を読んで，困難に立ち向かおう。

たとえば，平光雄『こどもたちが目を輝か
せて聞く偉人の話』致知出版（2015/8/25）
を読んでみよう。

この本は，人生のモデル出会う方法，そし
て，人生で必ず出会う困難を乗り越える方
法を教えてくれる。
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愛を育み，大切に

愛とは何か

恋（性愛）の三段活用（個性の消滅）

あなたといると楽しい，そして，ワクワク，ドキドキする。

あなたがいないと淋しい。死にそう。

あなたが，他人と楽しくしているのを見ると，心が乱れる。

しかし，恋は4年半で消え去る（個性の復活）

愛を育み，共生するには

共通の目標が大切（目標に向かって共に歩む）
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遺言のまとめ

明治学院大学の学生であることに誇りを持ち，

法学部の学生の「売り」を身につけ，

生まれ変わっても，繰り返したくなるような

人生の目標，職業，伴侶を見つけ，

自分一人の人生でないことを銘記し，

いのちとからだを大切に。

加賀山 茂
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