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Ⅰ　はじめに

民法423条（改正法案　423条以下）では、債権者代位権が定められている。債権

者代位権とは、債務者が財産権を行使する場合に、債権者が自己の債権を保全す

るため債務者に代わり自己の名においてその権利を行使して債務者の責任財産の

維持充実を図る制度だ。通説的見解によると、同条の趣旨は、責任財産の保全で

あると解されている。これは、近代的債権関係においては、債務の履行は債務者

の自由な意思に委ねられ債務者はその所有する責任財産を自由に管理することが

できるのが原則であるが、債務者の資産状況が悪化したような場合にまでこれを
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認めると、責任財産が消滅・逸出して債権者の地位は著しく不利になることから、

一定の場合に債権者が債務者の責任財産に干渉することを認めたものである。加

えて、債権者代位権は、責任財産を保全しておいてこれに強制執行をするための

準備手続きとしての機能も果たしている。

民法424条（改正法案424条以下）では、債務者がその債権を害することを知っ

て行為をした場合、債権者がその取消を裁判所に請求することができる詐害行為

取消権が定められている。この制度趣旨は、先述の債権者代位権と同様であると

解されている

本稿では上記の 2つの責任財産の保全としての制度における 2つの大きな問題

である事実上の優先弁済と転用論について以下検討していきたいと思う。

Ⅱ　事実上の優先弁済

1　総　論

現行法で責任財産の保全の制度としては、債権者代位権（423条）と詐害行為

取消権（424～426条）が置かれている。債権者代位権の行使により代位債権者は

債務者が第三債務者に有する債権を代位行使して、債務者の財産を確保し詐害行

為取消権の行使により取消権者は債務者から逸出した財産を確保することができ

る。そして代位行使された債権、詐害行為取消された債権がそれぞれ金銭債権で

ある場合には、自己への引き渡しを請求できることは判例・学説上認めるところ

である。

そして代位債権者・取消権者が自己に対して直接ものの給付を受けた時は、不

当利得による返還義務を負うが、自己の有する債権と債務者が有する不当利得に

よる返還請求権を相殺できるか。

かかる相殺を認めると代位債権者取消権者が、債務名義を得ることなく自己の

債権について優先的に弁済を得ることができる様になってしまい（事実上の優先

弁済）、総債権者の為の責任財産の保全という両制度の趣旨を逸脱している為問

題となる。

代位債権者・詐害行為取消権者に相殺を認めるか、すなわち責任財産保全制度

の趣旨として優先弁済まで認めるか、中間試案、改正法案における議論を踏まえ

ながら以下検討する。
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2　債権者代位権

（ 1） 現行法の問題点

現在の判例法理の下では、債務者の責任財産を保全するための制度である債権

者代位権を利用すれば、被保全債権の存在が債務名義によって確認されていなく

ても、また、債務者や第三債務者の正当な利益を守るための手続きが履践されて

いなくても、代位債権者は、第三債務者に対して直接に権利を行使した上で相殺

による債権回収を実現することができ、債務者の責任財産の保全を超えて、強制

執行制度を利用した場合と同様の結果（債権の満足）を得ることができてしまう。

このことが法制度をして一貫せず、民事手続法が用意するシステムとの間で不整

合を生じていることは否定し難い。そこで、この不整合を解消するための見直し

が必要であるとの指摘がされている。

（ 2） 事実上の優先弁済の必要性

事実上の優先弁済の必要性は様々あり、それについて以下詳述する。

（a） 簡易な債権回収制度

まず事実上の優先弁済機能を営む制度としての債権者代位権の存在意義として、

簡易な債権回収制度を営むという点が挙げられる。本来、強制執行制度において

は、債権の差押えをするには債務名義が必要であるが、債務名義を要しないこと

がその意義として指摘されている。

もっとも強制執行制度では、債務名義の取得や執行裁判所から債務者・第三債

務者に対する差押え命令が送達されること等の所定の要件が満たされることに

よって初めて、差押権者は第三債務者から直接差押えして、自己の債権の回収を

実現することができる。（民事執行法155条参照）債権者の権利を実現するに当たっ

て、債務者や第三債務者の正当な利益が害されない為の手続保障が用意されてい

るのである。

この様に債権執行・債権差押えの制度としての強制執行の制度がまさに本来的

な制度として別に用意されていること、その準備段階としての保全に関しても、

民事保全の制度が用意されており、債権者代位権の利用は、利害関係人に対する

十分な手続保障のない「私的差押え」を認めるものであるとして批判が強い。

したがって、債権者代位権の制度に独自の存在意義を認めるかどうかに関して、

特に考慮すべきは①「債務名義」がないにも関わらず債務者の財産関係に介入で
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きることの正当化根拠と、②債権者・債務者以外の第三者の利益保障の観点であ

るといえる1）。

①の点について被保全債権や被代理権利が少額であり、第三債務者の任意の協

力も得られる場合など限定的ではあるが、債務名義がないことを正当化できる場

合があるとの指摘もある。しかし、被保全債権や被代理権利が少額であることと

は、債務名義の取得や強制執行手続きの履践をしないままに強制的な債権回収を

実現することを正当化する根拠とはならないし、少額の債権回収については少額

訴訟債権執行等の手続きが用意されているし、少額の債権であっても債務者の責

任財産が不動産のみである場合には債務名義を取得して強制執行手続きを履践し

なければ、強制的な債権回収を実現することができないこととのバランスを失す

る2）。

また、債権者代位権の回収機能は、必ずしも債務名義の取得や強制執行手続の

履践の潜脱をしようとするものではなく、債権者代位権の行為によって相殺適状

が生ずることと、民法上相殺という簡易な決済手段が認められていることとによ

る帰結にすぎないことの指摘がある。もっとも、債権者代位権の行使によって生

ずる相殺適状は、例えば債権者が債務者から代理受領権限を与えられたことに

よって初めて生ずるものであるから、そのような相殺適状を根拠に債権回収機能

を正当化するのは相当でない3）。

このように債務名義がないにも関わらず債務者の財産関係に介入できるとする

ことを正当化する根拠を見出すのは難しい。

②の点について、とりわけ問題であるのは、債権の存在や債権者たる地位、債

務者の財産状況等について、それを知る十分な術をもたず、また帰責性もない第

三債務者その他の第三者が、これらの事項についての判断を迫られる点である。

従来の議論においては、この第三債務者その他の第三者の利益保障の観点が手薄

であったといえる4）。

（b） インセンティブ

債権者代位権の債権回収機能が否定されると、債権の保全の努力をしようとす

る債権者のインセンティブが奪われるとの指摘がある。これに対しては、債権者

を害する行為の取り消しを請求する詐害行為取消権であれば、取消債権者にイン

センティブを与えて権利行使を奨励することも考えられるが、代位債権者にイン

センティブを与えてまで他人の権利の行使を奨励すべき場面はあまり想定するこ

とができないとの指摘がされている。



129

債権者代位権の場合には、責任財産の逸出を回復するというひと手間がなく裁

判外でも行使可能であって詐害行為取消権の行使の場合に比し、代位債権者の権

利行使にインセンティブを与える必要性は低い5）。

（c） 裁判外における行使

債権者代位権は金銭債権を被保全債権とし、金銭債権を被代位権利とするとい

うその行使が最も問題視されている場面においても債務者が所在不明であったり

無気力であったりする場合に、裁判外で債権者が直接第三債務者と交渉すること

を可能としたり消滅時効の完成を阻止するための手立てを講じる基礎を提供し、

また第三債務者の急な資力悪化に備えることを可能にするなどの意義がある6）。

（d） 労働債権の保護

労働債権の保護という観点から次のような指摘がされている。すなわち、わが

国では企業が倒産状態に陥った場合に、管財人が選任される破産手続きや更生手

続であれば債権者平等の原則に基づいた公平な分配がされるが、管財人が選任さ

れない任意整理の場合には公平な分配が図られないから労働者としては債権者代

位権を行使して労働債権の回収を図る必要がある。その意味で債権者代位権の債

権回収機能は、労働債権の回収を図る上で重要なものであるから、その機能が否

定されると労働債権の回収に支障を生ずる恐れがあるとの指摘がある7）。

（ 3） 債権回収方法における折衷説

また債権者代位権の回収を見直す方法としては代位債権者が第三債務者から金

銭を受領したときから一定期間（例えば 1カ月）が経過するまでに、他の債権者

が債権者の代位債権者に対する金銭債権（代位債権者が第三債務者から受領した金

銭を債務者に返還する債務）について差押えまたは仮差押えをしなかった場合に限

り、代位債権者は相殺をすることができるとする考え方がある。この考え方は債

権者代位権の債権回収機能についての問題点を認識しつつも相殺による債権回収

を全面的に否定するのは相当でないという立場から折衷的な考え方を模索しよう

とするものである。

この考え方に対しては、一定期間の経過は債務名義の取得や強制執行手続きの

履践をしないままに強制的な債権回収を図ることを正当化する根拠にはならない

との指摘や代位債権者が被保全債権について債務名義を有しているならばただち

に債権執行手続きをとればいいのであって徒に制度を複雑にすべきではないとの

指摘がされている8）。
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（ 4） 私　見

債権者代位権における事実上の優先弁済を否定した場合には、次のような問題

が生じる。すなわち、①代位債権者に被代位権利の目的物である金銭の受領を認

めつつ、相殺を禁じる場合、債務者は代位債権者に対して不当利得返還請求権を

有することになる。債務者がこれを行使しない場合、他の債権者が代位債権者と

して権利行使することができ債権者代位権が永遠と続く可能性がある。②相殺を

禁止した場合、他の債権者が上記不当利得返還請求権を差し押さえて取り立て訴

訟や転付命令によって回収を図ることと考えられる。そうなれば結局債権者に債

務名義がない限り、回収できない結果となるため、債権者代位制度の存在意義が

相対的に低下する。③金銭を受領した代位債権者が破産した場合には、相殺が禁

じられることにより破産債権者となった債務者にとって不都合が生じる。結局事

実上の優先弁済効を否定することが、いわゆる本来型債権者代位権の意義を失わ

せることになる。

本来型債権者代位権は、これを被保全権利とした仮差押えを行うことを可能と

するなどの独自の存在意義をもつものであって、存続されるべきであり、事実上

の優先弁済についても、何らかの形で存続されるべきものであると考える9）。

また高橋司弁護士の解説する整理回収機構の意見書には次のように書かれてい

る。「債権者代位制度は債権執行制度がカバーしない多くの場面で存在意義があ

る。特に債務者が資金を近親者や関連会社などの第三債務者に移動して隠し、そ

れが第三債務者名義の資産となっている場合、いまだ債務名義を有しない債権者

がこの第三債務者名義の資産のさらなる流出を阻止すべく仮差押えをするために

は、債権者代位権という実体法上の権利を行使せざるを得ない。「充実した債権

執行」という観点からはむしろ債権執行あるいは保全の制度を改めるべきなのか

もしれないが、そこでカバーしきれるかは疑問であるし、少なくともそのような

代替制度が揃うまでは債権者代位制度は必要である。」

2（ 2）（a）にあるように事実上の優先弁済を認めるかを検討するにあたって

は①「債務名義」がないにも関わらず債務者の財産関係に介入できることの正当

化根拠と、②債権者・債務者以外の第三者の利益保障の観点が問題となってくる。

確かに①の正当化根拠は見出し難く、②についても債権者以外の第三者の保護が

手薄いという問題点もある。それでも上記のような債権者代位権の事実上の優先

弁済機能の重要性にかんがみると、やはり事実上の優先弁済機能を認めるべきで

あると考える。
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3　詐害行為取消権

（ 1） 詐害行為取消権の法的性質

詐害行為取消権における事実上の優先弁済を論じるにあたり、まず詐害行為取

消権の法的性質についていかに解すべきかが問題となる。この点について、学説

上有力な説として責任説が提唱されている。責任説は、詐害行為取消権の制度趣

旨が債務者の責任財産の保全にあるのであれば、逸出財産を受益者又は転得者か

ら現実に取り戻す必要はなく、受益者又は転得者の手元に置いたまま、これを債

務者の責任財産として取り扱えば足りるとする説である。責任説の下では、取消

債権者が受益者又は転得者を被告とする詐害行為取消訴訟を提起し、債務者の詐

害行為を取り消すとの判決が下されると、逸出財産の所有権は受益者又は転得者

に帰属したまま当該逸出財産をもって受益者又は転得者が債務者の債務について

責任を負う状態（債務者の総債権者の債権を被担保債権とする物　上保証人類似の状

態）となる。その上で、取消債権者が受益者又は転得者を被告とする責任訴訟（執

行認容の訴え）を提起し、上記逸出財産に対する強制執行をすることができると

の判決（責任判決）がされると、取消債権者は、これを債務名義として受益者又

は転得者の所有する上記逸出財産に対する強制執行をすることができ、債務者の

その他の債権者らも当該強制執行手続の配当に加入することができるとされる。

この説に立つと当然に、取消債権者による事実上の優先弁済も否定されることに

なる。もっとも責任説に対しては、①詐害行為取消訴訟の係属中や終結後に債務

者について倒産手続かが開始した場合における否認権との接合に困難が生ずるこ

と、②詐害行為取消権の行使が常に強制執行を伴うものとなり、詐害行為が取り

消された後も逸出した財産を任意売却することができないため、私的整理等の場

面で活用しにくくなることなどの問題が指摘されている。また、③責任訴訟（執

行認容の訴え）という新たな訴訟類型の手続規定を整備する必要があるという難

点も指摘されている10）。

そこで本稿では、詐害行為取消権を債務者の詐害行為を取り消し、かつ、これ

を根拠として逸出した財産の取り戻しを請求する権利であると解する折衷説を前

提として論じていく。

（ 2） 現　状

詐害行為取消権は本来的には、取消債権者が債務者の責任財産を保全して強制
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執行の準備をするための制度であるといわれている。もっとも判例11）は「取消

債権者が受益者または転得者に対し、取消にかかる弁済額を自己に引き渡すこと

を請求することを許すのは、債務者から逸出した財産の取戻しを実行あらしめる

ためにやむをえないと」判示しており、取消債権者が、受益者又は転得者に対し

て、返還すべき金銭を直接自己に引き渡すよう請求することを認めている。これ

によれば取消債権者は、受領した金銭の債務者への返還債務と被保全債権とを相

殺することにより、受益者その他の債権者に事実上優先して、自己の債権回収を

図ることができることになる12）。

（ 3） 問題点

現在の判例法理13）の下では、債務者の責任財産を保全するための制度である

詐害行為取消権を利用すれば、被保全債権の存在が債務名義によって確認されて

いなくても、また、債務者や第三債務者（受益者又は転得者）の正当な利益を守

るための手続が履践されていなくても、取消債権者は受益者又は転得者に対して

直接に権利行使をした上で相殺による債権回収を実現することができ、債務者の

責任財産の保全を超えて、強制執行制度を利用した場合と同様の結果（債権の満

足）を得ることができてしまう。このことが法制度として一貫せず、民事手続法

が用意するシステムとの間で不整合を生じていることは否定し難い。また、詐害

行為取消権の債権回収機能を認めると、他の債権者より先に弁済を受けた者が、

後に弁済を受けようとした者から詐害行為取消権を行使され、その結果、後に弁

済を受けようとした者のみが債権の回収を実現することになってしまう。そこで、

詐害行為取消権の債権回収機能を見直す必要があるとの指摘がされているこのよ

うな形で詐害行為取消権が機能していることに対しては、民法第425条の「すべ

ての債権者の利益のため」との文言に反し、本来の制度趣旨を逸脱するものであ

るとの指摘がされているほか、債権回収に先に着手した受益者が遅れて着手した

取消債権者に劣後するという結論には合理性がないといった指摘もされている14）。

他方で、債権回収機能をまったく否定してしまうと、取消債権者にとって訴訟

により詐害行為取消権を行使するインセンティブが失われ、ひいては、資産状況

が悪化した債務者による詐害的な行為の歯止めが失われてしまうとの指摘がある。

そこで事実上の優先弁済の当否を論じるにあたり、①「すべての債権者の利益

のためにその効力を生ずる」（425条）という文言との抵触、②債権回収に先に着

手した受益者が遅れて着手した取消債権者に劣後するという不合理性が問題とな
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る15）。

またこのような詐害行為取消権の債権回収機能を見直す方法と関連して③取り

立てた金銭を取立て債権者自身が受領することができるか④取立て債権者は、債

務者に対する金銭債権と受領した金銭の債務者への返還債務を相殺できるかが問

題となる。

（a） ①について

詐害行為取消の場合は債権者代位とは違い、「すべての債権者の利益のため」

と明文化されており、取消債権者が自己へ直接引き渡しを請求した金銭について

の債務者の不当利得請求権と取消債権者の債務者に対する債権を相殺することは

かかる文言に反し、本来の制度趣旨を逸脱するものであるとの指摘がなされてい

る。

しかし、判例ではかかる相殺が認められており、実質上425条が空文化されて

いる。

また中間試案、改正法案では425条の規定が削除されている為、「すべての債権

者の利益のためにその効力を生ずる」という文言との矛盾は問題とならない。

（b） ②について

事実上の優先弁済を否定し、取消債権者が受領した金銭を他の債権者に分配す

る義務があるとすると、受益者が債権者の一人である場合に返還金のうち、自己

の債権に対応する按分額の返還を拒否できることとなり、いち早く弁済を受けた

第三者を保護する結果となって責任財産の保全という趣旨に反する。

一方で取消債権者の分配義務を否定し、相殺を認めるとすれば、後から詐害行

為取消権を行使した一歩遅れた取消債権者が優先弁済を受けることとなり、より

熱心な債権者が劣後するという不都合が生じる。中間試案においては相殺禁止規

定が置かれているため後者が、改正法案においては相殺禁止規定が置かれていな

いため前者が問題となる。

（c） ③について

まず、事実上の優先弁済を否定する方法として、取消債権者が受益者又は転得

者に対して金銭の直接給付を請求することを否定する方法が考えられる。しかし、

取消債権者への直接給付を否定して、債務者への返還しか認めないとすると、無

資力の債務者が費消してしまったり、債務者が受領を拒む、あるいは行方不明で

受け取れなくなったりするといったように、詐害行為取消権の目的が達成できな

くなってしまったりするおそれがあるという批判がある。現行法下の判例法理
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（折衷説）の下では、取消債権者が、受益者又は転得者に対して、債務者に返還

すべき金銭を直接自己に引き渡すよう請求することが認められている16）。中間試

案においても改正法案においても自己への直接引渡し請求は認められ、明文化さ

れている17）。

（d） ④について

次に事実上の優先弁済を否定する方法としては取消債権者への直接の引渡しを

認めつつ、相殺を禁止するという方法がある。この考えに対しては、相殺による

被保全債権の回収を禁止するのであれば取消債権者による直接の引渡し請求を認

める意味はないとの指摘があるが、少なくとも受益者又は転得者に無資力のリス

クを回避するという点においては意味があるとの反論もなされている。

上記の債権回収機能を見直す考え方に対しては、詐害行為取消権の債権回収機

能は必ずしも債務名義の取得や債権執行手続の履践の潜脱をしようとするもので

はなく、詐害行為取消権の行使によって相殺適状が生ずることと、民法上相殺と

いう簡易な決済手段が認められていることとによる帰結にすぎないとの指摘、債

権回収機能が否定されると、債権者を害する行為を取り消して債権の保全の努力

をしようとする取消債権者のインセンティブが奪われるとの指摘がある。

前者に対しては、詐害行為取消権の行使によって生ずる相殺適状は、債務者の

責任財産を保全するための制度を用いることによって初めて生じたものであるか

ら、そのような相殺適状を根拠として債権回収機能を正当化するのは相当でない

との反論が、後者に対しては、相殺による債権回収が否定されたとしても、取消

債権者としては、詐害行為を取り消して受益者又は転得者から金銭を受領した上

で、債務者の自己に対する返還債権についての強制執行（自らを取立先とする債権

執行）を行うことができるのであるから、インセンティブとしては基本的にそれ

で十分であるとの指摘がされている18）。

他方、労働債権の保護を主張する立場から次のような指摘がされている。すな

わち、我が国では企業が倒産状態に陥った場合に、管財人が選任される破産手続

や更生手続であれば債権者平等原則に基づく公平な分配がされるが、管財人が選

任されない任意整理等であればそのような公平な分配がされないから、労働者と

しては、詐害行為取消権を行使して労働債権の回収を図る必要がある。その意味

で詐害行為取消権の債権回収機能は労働債権の回収のために重要なものであるか

ら、これが否定されると労働債権の回収に支障を生ずるとの指摘である19）。

また、詐害行為取消の効果が及ぶ範囲について相対効という立場をとっている
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現行法下では、取消債権者への直接の引渡しを認めつつ、相殺を禁止するという

方法において矛盾が生じている。詐害行為取消しの効果を相対的なものと捉えた

ならば、取消訴訟の当事者ではない債務者に対する関係では取り消された法律行

為も有効であるため、債務者は詐害行為取消しの結果、取消債権者に返還された

財産の引渡し、あるいは支払いを請求する権利はないはずである。そうだとすれ

ば、取消債権者は取消しによって自分が受け取った財産を債務者に返還する債務

を有する一方で債務者は直接に債権者に対して引渡し請求権を有しないことにな

り、矛盾が生じている。

もっとも中間試案、改正法案では詐害行為取消の効果が及ぶ範囲について絶対

効という立場をとっているため上記のような矛盾は生じていない。

（ 4） 私　見

結論として私は詐害行為取消権における事実上の優先弁済を認めるべきである

と考える。まず、代位債権者には債権者代位権を行使することに対するインセン

ティブを与える必要があるが、事実上の優先弁済機能を否定することは、詐害行

為取消権行使のインセンティブを失わせるものであり、ひいては、詐害行為に対

する抑止力としての機能を失わせるものである。また現状の実務においては、債

権者は、すべての債権者の利益のためではなく、自らの債権の保全・回収のため

に、自ら裁判を提起して、時間、労力及び費用をかけて詐害行為取消権を行使す

るのが一般的であり、かかる現状の実務からすると詐害行為取消権は、すべての

債権者の利益のためのものではなく、債権者の債権回収手段の一つとして構成す

る方向に傾くべきである。

さらに相殺を禁止すると、取消債権者は債務名義を取得した上で債務者の自己

に対する金銭その他の物の返還請求権に対して債権執行をすることになると考え

られるが、被保全債権である金銭債権が少額で債務者が行方不明である場合等に

おいて常に取消債権者にこのような債権執行の手続をとることを要求するのは酷

である。

以上の理由から事実上の優先弁済を認めるべきであると考える。
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Ⅲ　転用論

1　問題提起

債権者代位権と詐害行為取消権は、その制度趣旨において共通点を有するもの

の、その解釈・運用においては相違が見られる。その代表例が、いわゆる「転用」

である。

債権者代位権に関しては、この「転用」が広く認められてきた。改正法案でも、

423条の 7において「登記または登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者

に対抗することができない財産を譲り受けたものはその譲渡人が、第三者に対し

て有する登記手続きまたは登記手続きをすべきことを請求する権利を行使しない

ときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前 3条の規定

を準用する。」とされ、転用型の代表例である登記請求権の代位行使の判例法

理20）を明文化している。

そして、学説の多くは債権者代位権の制度趣旨を「責任財産の保全」ととらえ、

それゆえに登記請求権や賃借権の保全の紛争類型を転用例と呼んでいる。これに

対して、大審院以来の判例法理は、本来の適用領域の範囲内として「特定債権」

の保全を図り、無資力とは別のところでその保全の必要性を肯定しており、平成

11年大法廷判決においては「423条の法意」として、423条本来の適用領域を超え

た範囲で債権者代位権の行使が認められた21）。

これに対し、詐害行為取消権における「転用」の範囲は限定的である。なぜな

らば、我が国において、「詐害行為」は少なくとも民法424条のみに固有の概念と

して理解されているからだ。通説的見解によると、同条の制度趣旨は責任財産の

保全にあるため、同規定によって保護される被保全権利は「一般債権」に限定さ

れ、詐害行為とは責任財産を減少する行為と取るべきと定義される。債権法改正

においても、詐害行為取消権は個別の債権者の別個の権利実現ではなく、責任財

産の保全を目的とする制度となっている。ゆえに、保全された責任財産は総債権

者の引き当てとなるとされ、「詐害行為」概念は「責任財産の保全」という極め

て限定された範囲でしか認められていない22）。

このように、債権者代位権については「一般債権」の保全だけではなく「特定

債権」の保全までも、いわゆる転用によって認めてきたが、詐害行為取消権につ

いては責任財産の保全という制度趣旨を重視するあまり、「特定債権」について



137

はその行使は認められていない。しかし、これでは債権者代位権と比較するとそ

の適用範囲があまりにも狭く、後述の近代社会の実務において問題となっている

事例に必ずしも対応できるとは言えない。では、このような状況に対応すべく、

詐害行為取消権の転用を認めることはできないか23）。

この問題を検討するために、まず第一に、債権者代位権と詐害行為取消権の制

度趣旨を「平等主義」的にとらえるか、「優先主義」的にとらえるかを明らかに

したい。なぜなら、債権者代位権と詐害行為取消権の転用について論じる上で、

その制度趣旨を明らかにしておくことは必要不可欠であるからである。

そして第二に、近代社会実務において問題となっている事例に対する債権者代

位権と詐害行為取消権の有用性について検討しながら、判例法理で認められた債

権者代位権の転用の意義を再確認したうえで、詐害行為取消権の転用の可能性を

論じていくことにする。

2　 債権者代位権と詐害行為取消権の制度趣旨は「平等主義」とすべき
か「優先主義」とすべきか

（ 1）「責任財産」の意義を巡る対立―「平等主義」と「優先主義」―

債権者代位権と詐害行為取消権の制度趣旨を論じる上では、まず「責任財産」

の意義を明らかにしておく必要がある。では、「責任財産」とはいかなる概念を

指すのであろうか。この点について、「責任財産」概念を「強制執行の対象」と

捉えるのか、「共同担保」と捉えるのかという大きな説対立がある。

「強制執行の対象」は民事執行法が前提とするドイツ法的な説明であり、金銭

債権の執行だけでなく、物の引き渡し・明け渡し等金銭の支払いを目的としない

請求権についての強制執行が念頭に置かれている。ゆえに、物の引き渡し・明け

渡し請求権の強制執行における責任財産は特定の動産・不動産となる。

一方で、「共同担保」は、フランス法的な説明であり、金銭債権の強制執行を

念頭に置いて債務者の総財産が一般債権者の引き当てとなるという意味で「一般

担保」、さらに債務者の財産は「総債権者」の担保となるという意味で「共同担保」

と呼ばれる24）。

もし仮に、「責任財産」を「共同担保」との意味で用いるならば、総債権者の

平等が原則とする「平等主義」と親和的と言える。それに対して、「強制執行の

対象」との意味で用いるならば個人の権利の保護及び実現を図ることが原則であ

る民事執行法との結びつきが強い「優先主義」と親和的と言える。
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（ 2） 債権者代位権の制度趣旨

では、債権者代位権と詐害行為取消権にいう「責任財産の保全」とは、「共同

担保の保全」（平等主義）と、「一般担保の保全」（優先主義）、一体どちらを意味

するのだろう。

我が国の通説的見解によると、債権者代位権の制度趣旨は「平等主義」に立脚

していると解されている。その一方で、大審院以来の判例法理はその制度趣旨を

「平等主義」としながらも、その枠にとらわれることなく、判例法理の生成によっ

て債権者代位権の転用を認め、「一般債権」に限らず「特定債権」をも保全の対

象としている。さらに、改正法案民法423条の 7には、「個別権利実現型」という

本来の債権者代位権制度である「責任財産保全型」とは異なる類型の場面を想定

した債権者代位権の規定が置かれており、このことからも「一般債権」の保全は

「責任財産の保全」の一類型であると認識されていると言える25）。よって、その

制度趣旨を「平等主義」と解してもそこまでの不利益はないようにも思える。

しかし、債権者代位権の制度趣旨を「平等主義」と解しながらも、判例が、債

権者に事実上の優先弁済を認めていることは論理的に一貫しないのではないか。

この点について、池田真朗教授は「わが民法四二三条の債権者代位権は、フラ

ンス法の発想を基礎に持ちつつそれとも大きく異なり、さらにボワソナードの独

自の修正をも実はそのかなりの部分を引き継がず、日本独自の制度として立法さ

れた。そして、その立法段階では、もともと責任財産の保全（これはそもそもド

イツ的発想）とは関係なく、またフランスの共同担保の確保の議論も（詐害行為取

消権のほうについては、本稿では十分に検証していないので評価を留保するが）十分に

は継受せず、主として債権者の債権実現確保のための債権者の権能を示す規定と

して立法された。そして、後々実務および判例法理はまさにその方向性通りに発

展した」と述べている26）。これは、少なくとも立法段階においては、債権者代位

権の制度趣旨は「責任財産の保全」ではなく「債権者の債権実現確保」であった

ことを意味しており、ゆえに判例法理により、代位債権者に優先弁済的地位が与

えられるのも当然であるとした。そして、池田教授は、同論文の中で債権者代位

権について混乱が生じている原因として、学説が①本来金銭債権・特定債権の区

別なく行使できるものであるのに「本来型」と「転用型」との分類をしたこと②

本来行使要件はあくまでも「債権者の債権の保全必要性」のみであったのに、「無

資力要件」なるものを作り出したこと③債権者代位権と詐害行為取消権を二つま

とめて責任財産の保全の規定としたこと等を主な理由として挙げている27）。
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このことから、池田教授は、債権者代位権の制度趣旨を「平等主義」や「優先

主義」とのとらえ方はしておらず、あくまで債権者代位権は「債権者の債権実現

確保のための規定」であり、ゆえに判例は債権者に事実上の優先弁済を認めてい

ると考えていると言えよう。

もっとも、債権者代位権を「債権者の債権実現確保のための規定」としてみる

ならば、その見解はより「優先主義」に親和的であると言える。なぜなら、「優

先主義」は個人の権利の保護及び実現を図ることが原則であるからである。

以上のことを踏まえて考察すると、①判例法理が、債権者に事実上の優先弁済

を認めていること②判例法理が債権者代位権の転用を認めていること③池田教授

が指摘する立法者が債権者代位権を「債権者の債権実現確保のための規定」とし

ていたとの考察を論拠に、債権者代位権の制度趣旨は「優先主義」としてとらえ

るべきであると考える。

（ 3） 詐害行為取消権の制度趣旨

詐害行為取消権についてはいわゆる「転用」を認めた判例法理は未だ存在せず、

その適用範囲は「責任財産の保全」という制度趣旨の範囲内に限定されている。

そのため、詐害行為取消権は「一般債権」の保全にその行使場面が限られ、「特

定債権」の保全についてはその適用が阻害されている28）。

このことから、詐害行為取消権については、その趣旨は「共同担保の保全」（平

等主義）のための制度であると解されてきた。しかし、我が国の法は「優先主義」

の下でのみ合理性のある規定、たとえば動産執行における超過差押えの禁止規定

（民事執行法128条、旧民事訴訟法564条）などを定めており、詐害行為取消権を平等

主義であると解することはこれらの解釈・運用に多大な困難をもたらした29）。さ

らに、詐害行為取消権が「共同担保の保全」のための制度であることを強調する

あまり、転用の可能性が否定されるなど不利益も生じている。

では、詐害行為取消権の制度趣旨を「一般担保の保全」（優先主義）ととらえる

余地はないのであろうか。この点について、判例は詐害行為取消権の制度趣旨が

総債権者の平等を実現するためのものであるという「平等主義」の立場に立ちつ

つも、法律上配当要求に関する手続き上の規定がないなどの理由で取消債権者に

優先的地位を認めるに至っている。

これに対し、特定物債権者の取消し訴訟においては、その主張を「共同担保の

保全」が制度趣旨であるとしてこれを排斥するのは論理的一貫性に欠けるという
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批判が「平等主義」を採る説に対して成り立ちうると思われる30）。

以上のことを踏まえると、①我が国の法には「優先主義」の下でのみ合理性の

ある規定が置かれている②判例法理が取消債権者に事実上の優先弁済権を認めて

いることを、論拠に詐害行為取消権の制度趣旨を「優先主義」としてとらえるこ

とも可能であると考える。

3　近代社会における債権者代位権と詐害行為取消権の有用性

「近時、実務において債権保全・債権担保目的での様々の合意（特約）を結ぶ

ことが増えてきている。これは、私的自治の原則からは当然のことである。最近

では、M&Aや中長期の融資に際して広くコベナンツや表明保証が用いられるよ

うになり担保の新たな機能の一つとして「管理機能」を位置付ける分析も現れて

いる。これらは、広く債務者の事業や資産の管理・処分に担保目的で制約を課す

場合があるが、その合意の法的な効力については未だ充分に進められていない。

その中の一つが合意の第三者効の問題である。具体的には、債務者が合意（コベ

ナンツ）に反して資産の管理を怠りあるいは資産を処分した場合に、債権者は第

三者に対して何を主張できるのか問題となる。実はこの場合こそ、債権者代位権

および詐害行為取消権を活用できる新たな制度枠組みが必要なのである。その際

に無資力を要件として、金銭債権の保全（一般債権の保全）を図るという現行の

「責任財産の保全」の制度としての債権者代位権・詐害行為取消権では対処でき

ない。なぜならば、デフォルトに陥る前の担保管理こそが課題だからだ。そこで

は、合意（コベナンツ）に基づいて債務者は「担保維持義務」を負い、債権者は「担

保維持請求権」を有していることを前提として、その「担保維持請求権」を被保

全権利として債権者代位権・詐害行為取消権の行使を可能とする新たな制度設計

が求められるのではないか。」という問題意識を片山教授は持っている。では、

以下債権者代位権と詐害行為取消権の二つの転用論について見ていくことにする。

（ 1） 債権者代位権の転用について

上述のように債権者代位権については、いわゆる「転用」が広く認められてき

た。では、ここで債権者代位権の転用がはじめて認められた最初の最上級判決に

ついて紹介しておくことにする。

まず事案としては次のようなものであった。Y（被控訴人、上告人）の所有する

土地が Yから A、Aから X（控訴人、被上告人）へと順次移転されたが、所有権移
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転登記について名義は Yのままであったために、Xが自己の Aに対する登記請

求権を被保全債権として、Aの Yに対する登記請求権を代位行使した。Xの請求

を認容した原審判決に対して Yは主に①民法423条にいう債権とは金銭債権のよ

うに債権の目的達成が債務者の資力の有無に関係するものに限られるべきである。

②同条にいう債務者の権利は一般債権者の共同担保となるものに限られ、本件の

ように一般債権者の共同担保に影響のないものについては適用されるべきではな

い。③同条は債務者が弁済の資力を失うに至っても自己に属する権利行使しない

時に限って代位を認める例外規定であるから、債務者の無資力を要件とすべきで

ある。との 3つの理由で上告した。これに対して、上告は棄却された。以下詳し

くこの本判決について見ていくことにする。

まず原則として、債権者代位権は、責任財産を保全して強制執行に備えるとい

う制度趣旨に基づくものであり、債務者に債務全額を弁済する資力がある場合に

まで債権者代位権の行使を認める必要はないはずである。そこで、判例・通説で

は民法423条にいう「自己の債権を保全するため」とは債務者の無資力を意味す

ると解されている。そして、債務者の責任財産を保全して債権者の権利が保全さ

れるのは、被保全権利が金銭債権の場合であるから、債権者代位権の原則的な用

法に依るならば、被保全権利は金銭債権に限定されると解されている。

これに対し本判決では、被保全権利を自己への移転登記請求権として、債権者

代位権を行使することが認められ、債権保全の必要性と債務者の資力の有無に論

理的関係は見られなかった。つまり、本判決では、（a）金銭債権以外の権利、つ

まりは特定債権を被保全権利とする債権者代位権の行使が認められること（b）

その場合には無資力を要件としないとすることの二点を根拠に、債権者代位権の

転用が認められたといえる。

その理由としては、本件のような事案において、もし中間者たる Aが自発的

に自己の登記請求権を行使しない場合は、代位行使を認めなければ転得者たる X

は自己への移転登記を実現できないからである。つまり、Xは Aに対して Yか

ら Aへの移転登記手続をするように請求できるが、勝訴したとしても、その強

制履行は Aに対する間接強制でしかないため、直接には移転登記を実現できず、

実効性に欠ける。もっとも、Xが Yに対して中間省略登記を請求することができ

れば、債権者代位権を用いる必要はない。しかし、従来の判例は Y・A両者の同

意がない限り Xは Yに対して中間省略登記はできないと解している。（最判昭和

40・ 9・21民集19巻 6号1560頁）よって、中間省略登記による Xの救済も認められ
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ないことになる。そこで、Xの Aに対する所有権移転登記を被保全債権とする債

権者代位権を可能とすることで Xの救済を図った。すなわち、本判決は、中間

省略登記を認めずして、Ｘへの移転登記を可能にするという意義を果たしている

のだ。

債権者代位権についてはその転用、つまり金銭債権以外の権利を被保全権利と

し、その場合には無資力を要件としないことが大審院明治43年判決で認められて

以降、登記請求権以外の特定債権を被保全権利とする債権者代位権も認められて

いる。例えば、不動産の不法占有者に対して、賃借人が所有者に代位して物権的

妨害排除請求権を行使する場合（大判昭和 4・12・16民集 8巻944頁）、共同相続人

の一人に対して、他の相続人が買主に代位して移転登記請求権を行使する場合

（最判昭和50・ 3・ 6民集29巻 3号203頁）や、抵当権者が抵当不動産の維持保存請

求権を被保全権利として抵当不動産の不法占有者に対し抵当権設定者の所有権に

基づく妨害排除請求権を代位行使する場合（最大判平成11・11・24民集53巻 8号

1899頁）等に債権者代位権の転用が認められてきた。

このように、判例法理では様々な類型について債権者代位権の転用が認められ

ている。そして、近時の実務ではさらにほかの事例においても債権者代位権の転

用の可能性は探られおり、更なる類型の債権者代位権の転用の可能性は十二分に

あると言える。もっとも、ここで注意しておかなければならないのは、債権者に

とって好都合であるという理由だけで、広く債権者代位権の転用を認めるのでは

なく、その判断に際しては基準や必要性を明らかにしていかなければならないと

いうことである。

なお改正法案では423条の 7として「登記又は登録をしなければ権利の得喪及

び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が

第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使

しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条

の規定を準用する。」として債権者代位権の転用の代表的なものである本判決の

判例法理が明文化されることとなった。

以上のことを踏まえて考察すると、前述の債務者が合意（コベナンツ）に反し

て資産の管理を怠りあるいは資産を処分した場合に、債権者は第三者に対して何

を主張できるのかという片山教授の問題意識の解決策として、債権者代位権の転

用による救済を図ることができる。なぜなら、債権者代位権については、広く転

用が認められており被保全権利も金銭債権に限定されておらず、特定債権につい
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ても被保全権利とすることが認められているし、その場合には債務者の無資力も

要件としなくて良いからである。つまりは、近代社会の実務において問題となっ

ている事例に対応して、新たな債権者代位権の転用を認める余地があるという事

を意味すると考える。

また、前述のように、本稿においては債権者代位権の制度趣旨を「優先主義」

的にとらえる。そして、「優先主義」は個人の権利の保護及び実現を図ることが

原則であるから、債権者が債権実現のために必要があれば債権者代位権の転用に

よる救済を図ることも無理なく導き出すことができると考える。

（ 2） 詐害行為取消権の転用について

この点31）について、特定「物」債権についてではあるが、その債権の保全の

ために詐害行為取消権が認められた判例がある。

この判決の事案は、債務者（抵当権設定者）が10万円以上の価格を有する抵当

家屋を抵当権者に対し、他に見るべき資産がないにも関わらず被担保債権（ 8万

円）に対する代物弁済として譲渡し、それがさらに転得者に譲渡された後に、先

にその家屋を買い受けることになっていた者が、転得者を相手に前記代物弁済を

詐害行為として取り消す旨の訴訟を提起したというものである。判旨は、「かか

る＜特定物＞債権も窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者

の一般財産により担保されなければならないことは金銭債権と同様だからであ

る。」として取消を認めた。

また、最高裁昭和53年判決では、Y 1は Xより資金の提供を受けて土地を買い

受け、将来その所有権を Xに移転することを Yと約し（死因贈与契約）、その後

Y 1が養子を迎え、養子 Y 2に右物件を贈与し所有権移転登記をしたことが詐害

行為にあたるとして、取り消しを求めた事案において、「債権者取消権は窮極的

には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため総債権者の共同担保の保全

を目的とするものであるからこのような制度趣旨に照らし、特定物債権者は目的

物自体を自己の債権の弁済に充てることはできない。」として、特定物引渡し請

求権に基づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されないとの判断を

示した。

これらの判例法理から導き出されることは、判例は特定「物」債権については

それを被保全債権とする詐害行為取消権の行使を部分的にではあるが認めている

ということである。
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古い判例は、特定「物」債権を被保全債権とする詐害行為取消権が認められる

かという点について、肯定的に解していた。その理由として、大審院は無資力の

債務者に損害賠償を請求しても実益がないこと、取消権を行使するほかに債権保

全の道がないこと、424条に言う債権者は金銭債権者に限るものではなく特定物

債権者も含まれることを挙げている（大判明治35・12・ 3民録 8輯11巻 9頁）。とこ

ろが、その後まもなく大審院は甲に対して、ある建物上に一番抵当権を設定すべ

き債務者が乙に対して一番抵当権を設定した事案について、物権の設定を主張す

る債権のごときは詐害行為取消権ができる債権に該当しないとして甲の取消権を

否認した（大判明治39・ 3 ･ 14民録12輯351頁）。さらに、土地の賃貸人が賃借権の

登記がないのに乗じてその土地を第三者に売却して移転登記をしたので、賃借人

がこれを詐害行為として取消を求めた事案において、大審院は不動産賃借権につ

いてはこれを登記して買主に対抗する途が605条で規定されているのであるから、

登記を行った賃借人が取消を求めることは賃借権が登記なくして第三者に対抗す

る結果となって不当であるとして取消を否認した（大判明治43・12・ 2民録16輯

873頁）。

このように古い判例では、見解の不統一が目立っていたが、その不統一をただ

すべく大審院は、大正 7年に特定「物」債権を被保全債権とする詐害行為取消権

の行使は認められないと明言した。しかし、最高裁大法廷判決では、大正 7年の

前記判決に対する①特定物の引き渡しを目的とする債権も終局においては債務者

の一般財産によって担保されることは金銭債権と異ならない②もし買主の他に金

銭債権者がいるならばそのものは取消権を行使できるのであるから買主が取り消

せないはずがない③第二の売買が詐害行為となるためには民法177条の要件と別

個の要件を必要とするから177条の原則に反しない、とした主張を取り入れ、前

記大正 7年判決の理論を排斥するに至った。

では、「特定債権」を被保全債権とする詐害行為取消権の行使は認められるで

あろうか。この問いに対しては、前述の債権者代位権とは異なり、詐害行為取消

権についてはその転用論が議論されることはほとんどなかった。

一方で、片山教授は、「現行民法典の詐害行為取消制度はそもそも「転用論」

を許容する余地を有していたとの仮説も成り立ちうると思われる」と述べている。

その理由は、大きく分けて二つある。

まず、第一に424条の文言および詐害行為取消制度の体系上の位置がある。424

条の文言では、旧民法財産編340条 2項が「……自己ノ財産ヲ滅シ又ハ自己ノ債
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務ヲ増シタルトキハ之ヲ詐害ノ行為トス」との無資力要件を念頭に置いているこ

とが分かるのに対して、現行民法424条では「債権者を害すること」としか書か

れておらず、無資力要件が文言上要求されていないように思える。また、これに

加えて、民法体系上の位置も理由に挙げている。そもそも、甲号議案の段階では、

債権者代位権・詐害行為取消権は債権の相対効の原則を否定する417条の例外規

定として位置づけられ「第三者ニ対スル債権者ノ権利」と題される款に置かれて

いた。款のタイトルと原則規定である甲号議案417条は、整理会段階において削

除されたがそれにより体系上の位置に変更があったとは考えられない。よって、

現行民法典の詐害取消制度は「債権の第三者効」を認める制度として体系上存在

しているとみることができる。

第二に、起草者の一人である梅の制度観を理由として挙げている。梅は、（旧）

395条但書や581条 2項但書などの他の制度と424条が競合する場面で無資力要件

についてあまり重視していなかった。また、「予ノ解釈ニ拠シハ、新民法ノ規定

ハ最モ広クシテ、苟モ債権者ヲ害スルモノナレバ第一ノ条件（「第一条件 /其法律

行為カ債権者ヲ害スへキモノナラサルヘカラス」筆者注）ヲ充タスモノヘト為リ。其

結果、特定物ニ関スル債権ニ付テハ、債務者カ十分資力ヲ有スルモ仍ホ廃罷訴権

ヲ行ウコトヲ得ヘキコト是ナリ。」として、特定物債権の保全については、無資

力要件は不要であると明言している。これらから推察するに、起草段階からすで

に特定物債権の保全をも念頭におき、無資力要件にこだわっていなかったとみる

ことができる。

以上から、片山教授は「『民法424条転用論』を認めることも可能なのではない

か」とし、加えて、債権者代位権と詐害行為取消権の制度趣旨を「第三者に対す

る合意の効力」として新たに制度を設計しなおすべきであるとも述べている32）。

また、他にも辻正美教授のように①債権の保護強化という現代的要請に適う②

債権者の最大の関心事は自己の債権の本来的満足を得ることであるという二点を

理由として、詐害行為取消権の転用を認めようとする見解もある。辻教授はその

著書の中で、「責任財産の保全という点を強調するあまり、こうした現実の債権

者の姿や関心事を無視し、この制度が発揮すべき債権者の保護機能を大幅に制約

するように思えてならない。」とも述べている33）。（ 1）

さらに、磯村保教授は不動産の二重譲渡の事案において、第二買主が第一買主

の債権を侵害することを認識・認容していた場合には、その行為は不法行為を構

成し、民法177条の「第三者」として処理することはできず、背信的悪意者の排
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除の理論により処理すべきだと論じている。さらに、これを単なる政策論的主張

に終わらせないため、フランス法の法律構成を参考に、民法424条を信義則の運

用として類推するという解釈を示した（旧）好美説（ 2）34）を支持する姿勢を示し、

詐害行為取消権の転用を認める立場を採っている。

もっとも、磯村教授は「いうまでもなくこの制度は本来債務者の責任財産を目

的とするものであり、しかも債権者代位制度とは異なり、民法四二五条が明文で

債権者取消権の効果は総債権者の利益のために生ずると規定していることから、

特定物債権の保全のためにこの制度を「転用」することには障害も多い。」とも

述べている。しかし、これに対しては今回の債権法改正法案により民法425条の

規定が削除され、その文言はなくなっているとの主張で排斥できる。

また、磯村教授は、民法177条の規定により劣後する第一買主が民法424条によ

り保護されるとすると、民法177条の趣旨を没却するのではないかという批判に

ついて、詐害行為取消権を行使できるのは、第二買主が民法177条により保護す

べき「第三者」に当たらないと評価される場合に限られるのであるから、予め民

法177条の第三者の適用範囲を広く設定し、424条によりこれが狭められるという

論理は成り立たないとも述べている。磯村教授は結論として、「結局第一買主が

民法四二四条の保護を受けるかどうかは、特定物債権の保全のために無資力要件

を不要とした「転用」を認めることが解釈論として許されるのか、あるいは立法

論的提案にすぎないかということに帰着するのかもしれないが、私見は解釈論と

しても好美旧説の法律構成を支持し、民法一七七条の保護に値しない第三者は

四二四条の債権者取消権に権利取得を否認されうると考える。」と述べている35）。

（ 3）

以上のことを、踏まえて考察すると、前述の債務者が合意（コベナンツ）に反

して資産の管理を怠りあるいは資産を処分した場合に、債権者は第三者に対して

何を主張できるのかという片山教授の問題意識の解決策として詐害行為取消権の

転用によって救済を図ることも可能であるように思える。なぜなら、第一に判例

は特定「物」債権を被保全権利とすることを認めているからである。というのも、

その判例では特定「物」債権が金銭債権に変わらなければ詐害行為取消権の被保

全権利とすることはできないとは明確には述べていない。これはすなわち、特定

「物」債権を被保全権利とすることを部分的にだが認めることを意味するもので

あるから、「特定物債権」を被保全権利とする詐害行為取消権が認められること

になっても不思議ではない。
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第二に、片山教授が述べているように、詐害行為取消権がもともと「債権の第

三者効」を認める制度として立法されたものであることがあげられよう。これを

根拠に、詐害行為取消権の転用が認められる余地はあると言える。

そして第三に、時代の変遷とともに生じる新たな事例へ柔軟に対応するべく、

法も解釈・立法により変遷していくべきことがあげられる。民法改正が盛んに論

じられている今日であるが、それは時代の変化に伴って生じた新たな問題に対し

て既存の民法典が対応できなくなっているからである。そして、これらの問題に

対応するためには、現行民法を見直すだけでなく既存の解釈論にも疑問を持ちか

けるべきであって、このように法はその時代のニーズにあった法解釈とは何かと

いうことを常に考えながら発展していくべきである。これを詐害行為取消権につ

いてあてはめると、既存の解釈論で詐害行為取消権は「責任財産の保全」を趣旨

とする制度であると解されているからといって、直ちに詐害行為取消権の転用の

可能性を一刀両断切り捨てるべきではないといえる。詐害行為取消権の転用が、

新たな時代の問題に対応するために有用であるならば、積極的に取り入れるべき

ではなかろうか。

以上の三つの理由を論拠に詐害行為取消権の転用は認められるべきであると考

える。

Ⅳ　結びに代えて

ここまで見てきたように、債権者代位権と詐害行為取消権の制度趣旨は、「平

等主義」的に解されてきたが、その解釈においては事実上の優先弁済が認められ

ている（事実上の優先弁済を認めるということは、より「優先主義」に親和的である）

という論理矛盾が生じている。これは、債権者代位権と詐害行為取消権の制度趣

旨を無理に「平等主義」的に説明しようとしているから生ずるものである。そし

て、両制度ともに、判例法理では事実上の優先弁済が認められ、改正法案でも上

記論理矛盾を解消するための改正も可能であったのに、あえて代位・取消債権者

への直接の引き渡しを認め、債権者への返還債務を受働債権とする相殺を禁止せ

ず、事実上の優先弁済機能が容認された。これはすなわち、実務では両制度が代

位・取消債権者の一般担保の保全のために使われていくことの重要性が認識され

ているということであり、より代位・取消債権者の保護を図ろうという大きな流

れがあるということを意味する。よって、両制度は「責任財産の保全」という既



148　法律学研究55号（201６）

存の制度趣旨にとらわれることなく、債権者の保護により資する制度であるべき

であり、このような観点からすると事実上の優先弁済や転用を認める必要性も高

い。

上記のことを踏まえて考えると、これからより代位・取消債権者の救済のため

に、両制度が柔軟に解釈・運用されていく可能性がある。そして、両制度が社会

のニーズに沿ったより柔軟な運用がされていくことを期待したい。

本稿を執筆するにあたり多くの文献を参考にさせて頂いた。また、日頃からゼ

ミでご指導ご鞭撻を賜っている片山教授には、本稿の構成から内容にいたるまで

多くの示唆を頂いた。最後になってしまい大変恐縮ではあるが、この場を借りて

心よりの感謝を申し上げるとともに、結びに代えさせて頂こうと思う。
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