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譲渡禁止特約にみる債権法改正の問題点 
―改正の「目的」の観点から―

小林　健治 
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Ⅰ　はじめに

平成21年10月に法務大臣により、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、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般にわか

りやすいものとするという観点から見直しを行う旨の諮問1）がなされて以来、法

制審議会「民法（債権関係）部会」2）において民法（債権関係）の改正3）作業が進

められ、平成26年 8月26日には、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」4）
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の決定がなされるに至っている。

ここで、私は、債権法改正に向けた作業が大詰めを迎えている今だからこそ、

債権法を、社会・経済の変化へ対応させるとともに、国民一般にわかりやすいも

のとする、という債権法改正の目的に立ち返る必要があると考える。そして、特

に部会において活発な議論や提案が行われた分野に関しては、要綱仮案で決定さ

れた規定が債権法改正の目的に適う内容になっているのかについて、今一度検討

し直すべきであると思われる。

本稿において私は、上記の分野に該当するものとして民法466条 2項に規定さ

れる譲渡禁止特約を例にとり、検討を行っていこうと思う。まずは、現行民法下

の譲渡禁止特約について整理した上で、現在の社会・経済における問題点を探る。

次に、譲渡禁止特約の改正に関して部会においてどの時期にどんな議論が行われ

てきたのかを確認する。そして最後に、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮

案」における現行民法の譲渡禁止特約に対応する規定が債権法改正の目的に適っ

た形になっているか否かについて検討していく。

Ⅱ　現行民法下の譲渡禁止特約

1　現行民法における譲渡禁止特約の概要

現行民法では、債権は原則として自由に譲渡できる（民法466条 1項）とされて

いる一方で、譲渡禁止特約の有効性（同条 2項）と、譲受人が特約につき悪意の

場合はその第三者効が明文で認められている（同条 2項但書）。つまり、現行民法

における譲渡禁止特約は、一定の条件のもとで譲渡人・債務者間の特約の効力を

譲受人等の第三者に及ぼすことができるものである。さらに、この特約につき悪

意の譲受人に債権譲渡がなされた場合の取り扱いについては議論があるが、判例

および通説では、重過失ある第三者を悪意者と同様に取り扱う5）とともに、特約

は当該債権の譲渡性を奪うものであるとの認識のもと、特約違反の債権譲渡は譲

渡人・譲受人との間でも無効であると解されている6）。一方で、特約に反する債

権譲渡がなされても譲渡人・譲受人間の譲渡を有効とした上で、譲受人が特約に

つき悪意の場合には、債務者は悪意の抗弁をなしうるとする考え方も有力に主張

されている7）。

譲渡禁止特約の有効性とその第三者効を認めるこの規定は、債権が苛酷な取立

てをする第三者に譲渡されることを防止し、弱い立場に置かれている債務者を保
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護するために設けられたものとされている8）。だが、制定当時から国際的に少数9）

であったこの規定が設けられた理由については、法典調査会で起草者自身も「法

典延期問題ノ盛ナルトキニ債権譲渡ヲ勝手ニ許スト云フコトカ法典延期ノ一ツノ

点ニナツテ居ツタ位テ、夫レニ依テモ日本ノ今日ノ有様ニ於テハ債権譲渡ヲ絶対

ニ許スト云フコトハ輿論ニ反スル」10）と述べているように、債務者の参加なしの

債権譲渡を認めることに強い抵抗感があった当時の我が国の国情を忘れてはなら

ない。つまり、民法466条 2項は制定当初から「過渡的な性格」11）を有した規定

として定められたものといえる。

2　資金調達手法としての債権譲渡取引と譲渡禁止特約

民法制定以来、債権譲渡は、危機対応型の紛争処理取引において用いられてい

たが、近年、主に中小企業を中心とした間接金融における債権譲渡担保と、大企

業を中心とした直接金融における債権流動化といった形で、健全な企業の新たな

資金調達取引手法として用いられるようになってきている12）。

一方で、譲渡禁止特約は近年、強い立場の債務者13）によって「①譲渡に伴う

事務の煩雑化の回避、②過誤払の危険の回避、③相殺の期待の確保」14）といった、

立法趣旨とは全く異なる理由で用いられるようになっている。そのため、譲渡禁

止特約はその強力な効力と相まって企業が債権譲渡を利用して資金調達を図る際

の障害とされるに至っている15）。具体的にいうと、多数の譲渡債権の一部に譲渡

禁止特約付債権が含まれていると、譲受人がその債権がどれか調査しなければな

らない16）などとされるため、債権を担保とする融資に支障が生じ、流動化にお

いても格付けを下げる要素となったり17）、譲渡人が債権譲渡を用いて資金調達を

するために特約を外すよう債務者に求めたとしても、債務者が応じないか、応じ

る場合も時間がかかり過ぎたりといった形で、譲渡禁止特約は資金調達を阻害し

ているのである18）。

上記のような理由から、平成21年から法制審議会「民法（債権関係）部会」に

おいて行われている債権法改正作業において、民法466条 2項を資金調達手法と

しての債権譲渡取引の発展に資する規定に改めるべく、譲渡禁止特約は、その効

力を制限する方向で議論が進められていくこととなった。
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Ⅲ　法制審議会「民法（債権関係）部会」における議論の推移

1　序　説

現行民法施行以来大きな改正を受けていない債権法を社会・経済の変化に対応

させるとともに、国民一般にとってわかりやすいものにするという目的で始めら

れた債権法改正作業であるが、部会では、大きく 3つのステージに分けて民法改

正に向けた議論がなされてきた。まず第 1ステージの議論を経て平成23年 4月に

「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」19）が決定され、パブリック

コメントの手続がなされた上で、第 2ステージの議論を経て「民法（債権関係）

の改正に関する中間試案」20）が決定された。そして中間試案に対するパブリック

コメントを経た上で、第 3ステージとして改正要綱案の決定に向けた議論が行わ

れ、平成26年 8月26日には「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」が決定

されるに至っている。

本章では、中間論点整理および中間試案における現行民法466条に規定される

譲渡禁止特約に対応する規律を確認することで、部会各ステージにおける議論の

推移についてみていく。

2　中間論点整理の決定まで

（ 1） 第 1ステージにおける議論の概要

譲渡禁止特約について最初に議論が行われたのは部会第 7回会議である。この

第 7回会議において事務当局から提出された部会資料 9 - 2では、譲渡禁止特約

の効力について、特約に反する債権譲渡は有効であり譲受人が悪意の場合に債務

者は特約の抗弁を主張できるにとどまるという債権的効力説と同様の考え方（相

対的効力案）が提示されたことを除けば既に中間論点整理とほぼ同内容の提案が

盛り込まれていた21）。なお、部会の議論では、相対的効力案の取引実務への影響

は限定的であり、債権譲渡取引を用いた資金調達は促進されないという意見が多

く述べられており22）、部会資料 9 - 1においては、債権の流動性の確保が特に要

請される一定の取引類型から生ずる債権について、譲渡禁止特約の効力（第三者

効）を常に認めないとする考え方も示されていた23）。
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（ 2） 中間論点整理（第13 - 1 ）の概要24）

中間論点整理では、⑴譲渡禁止特約の効力、⑵譲渡禁止特約を譲受人に対抗で

きない事由、⑶譲渡禁止特約付債権の差押え・転付命令による債権の移転、の大

きく 3つに分けて論点が示された。

（a）　「第13 - 1⑴譲渡禁止特約の効力」について

ここでは、譲渡禁止特約の効力について譲受人が「悪意」である場合には、特

約を譲受人に対抗することができるという現行民法466条 2項の基本構造を維持

した上で、譲渡禁止特約を対抗できる際の効力について、判例法理25）と同様に

特約に反する債権譲渡を無効とする考え方（絶対的効力案）と、相対的効力案の

2つの考え方が示された。

また、さらに検討すべきとされた論点の②において、「国際取引における債権

譲渡に関する条約」26） 9条のような形で、債権の流動性の確保が特に要請される

一定の類型の債権につき、譲渡禁止特約を常に対抗できないこととすべきかとい

う論点や預金債権のように譲渡禁止特約を対抗することを認める必要性が高い種

類の債権に、引き続き譲渡禁止特約に強い効力を認めるべきかという論点が紹介

された。

（b）　「第13 - 1⑵譲渡禁止特約を譲受人に対抗できない事由」について

ここでは、譲渡禁止特約を譲受人に対抗できない事由としてア～エの 4つの事

由が示された。

アでは譲受人が譲渡禁止特約の存在を知らないことにつき重過失がある場合に

ついて、重過失を悪意と同視する現在の判例法理27）を明文化すべきか、それと

もこの場合には債務者は特約を対抗できないとすべきかについて検討すべきとさ

れた。

イでは、特約につき債務者が承諾を与えた場合を上記の事由として明文化して

はどうかと提案がなされた。

一方、ウおよびエでは、前述の譲渡禁止特約の効力について相対的効力案を

採った場合に生じうる問題への手当てが定められている。ウでは、譲渡人につき

倒産手続開始決定があった場合に生じうる管財人等の債権回収のインセンティブ

が働かなくなるおそれがあるという問題に対応すべく、譲渡禁止特約の効力を譲

受人に対抗することができない新たな事由として譲渡人について倒産手続の開始

決定があったときは、債務者は譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができない

という規定を設けるべきという考え方が提示された。エでは、特約につき悪意の
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譲受人は債務者に対して直接請求することができないことから生じうるデッド

ロック状態28）の解消のために、譲渡人又は譲受人が、債務者に対して（相当期間

を定めて）譲渡人への履行を催告したにもかかわらず、債務者が履行しないとき

には、債務者は譲受人に譲渡禁止特約を対抗することができないとする考え方が

示された。

（c）　「第13 - 1⑶譲渡禁止特約付債権の差押え・転付命令による債権の移転」

について

ここでは、譲渡禁止特約付きの債権であっても、差押債権者の善意・悪意を問

わず、差押え・転付命令による債権の移転が認められるという判例法理29）を明

文化すべきという提案がなされた。

以上が中間論点整理における譲渡禁止特約に関する論点の概要である。中間論

点整理においては、従来通りの絶対的効力案と、特約も有効でかつ債権譲渡も有

効とした相対的効力案がともに紹介されていたが、その後のパブリックコメント

ではそれぞれを支持する意見が拮抗していた30）。また、第13 - 1⑴の②で紹介さ

れた論点の方向性を支持する意見も見られたものの、特別法で対処するべきとい

う意見が多数を占めた。

3　中間試案の決定まで

（ 1） 第 2ステージにおける議論の概要

中間論点整理に対するパブリックコメントの手続を経て、中間試案の取りまと

めに向けて第 1ステージよりも踏み込んだ議論が展開された。まず、部会第45回

会議においては譲渡禁止特約の第三者への対抗の可否といった点から議論がなさ

れ、譲渡禁止特約は専ら譲渡人と債務者の間で効力を有するにとどまるという考

え方（甲案）や譲渡禁止特約は原則として悪意の第三者に対抗することができる

ものとするが、一定の債権については譲渡禁止特約を譲受人に対抗できない旨の

考え方（乙案）なども示されたものの、結局は現在民法466条 2項と同様の構造

を維持するという方針が採られた。そして、特約の第三者への対抗を認める場合

の効力については、前述の相対的効力案を採ることなり、第 2ステージにおいて

は、その具体的な規律内容を固めることに大きく時間が費やされることとなった。

（ 2） 中間試案（第18 - 1 ）の概要31）

中間試案では、現行民法466条関係の規律として、第18 - 1の⑴～⑸の 5項目
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が設けられた。このうち、⑴では現行民法466条 1項と同じ規定が設けられ、⑵

以下では、債務者が弁済の相手方を固定する限りで第三者に対しても効力をもち

うるという譲渡制限特約32）についての定めが置かれた。このうち⑸の規定は、

中間論点整理第13 - 1⑶と同じく判例法理33）を明文化する趣旨で置かれた規定で

ある。以下、中間試案第18 - 1⑵～⑷の規定について詳言する。

（a）　「中間試案第18 - 1⑵」について

ここでは、当事者間で債権譲渡を制限する旨の特約がある場合でも原則として

債権譲渡の効力は妨げられない旨が定められた。つまり、相対的効力案に基づく

規律がなされた。

（b）　「中間試案第18 - 1⑶」について

一方で、譲受人が特約につき悪意または重過失がある場合には、債務者は権利

行使要件を備えた譲受人に対しても特約を対抗できる旨を定めたものが⑶の規定

である。そして特約を対抗できる場合には債務者が、譲受人への履行を拒むこと

ができること（⑶ア）、および、譲渡人に対して弁済等の債権消滅行為をするこ

とで譲受人に対抗できること（⑶イ）が定められた。

（c）　「中間試案第18 - 1⑷」について

しかし、⑶に該当する場合でも、ア～エの一定の事由のもとで債務者が譲渡制

限特約を対抗できなくなる旨を定めた⑷の規定が設けられた34）。

まずアとして、特約につき債務者が承諾を与えた場合は、譲渡制限特約を譲受

人に対抗できなくなるという一般的な理解を明文化する旨が定められた。

一方で、特約の効力につき相対的効力案を採用したことで生じうるデッドロッ

ク状態の解消を目的として、イ～エの規律が設けられた。イは、債務者が履行を

遅滞している場合に、債務者に対して譲渡人への履行の催告をする権限を譲受人

に付与するものであった。ウは、譲受人が第三者対抗要件を具備した後に譲渡人

について倒産手続開始の決定があった場合に、譲受人に対して譲渡制限特約を対

抗できないとするものであった。エは、譲受人に劣後する差押債権者が譲渡制限

特約付債権を差し押さえた場合に、譲受人に対して譲渡制限特約を対抗できない

とするものであった。

以上が中間試案における民法466条に対応する規律の概要である。中間試案と

現行民法466条を比較すると、一見しただけで中間試案の方が複雑でわかりにく

いものであり、債権法改正の、国民にわかりやすい民法にするという目標に逆行

する規定ぶりであるといえる35）。これは中間試案が特約も債権譲渡も有効という
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相対的効力案を採用したことに起因していると思われる。

中間試案後になされたパブリックコメントにおいては、中間試案が全体として

現行民法の譲渡禁止特約の効力を制限したものになったという意味では債権譲渡

を用いた資金調達を促進する立場からおおむね賛成が得られたものの、特に中小

企業金融の観点からは中間試案が資金調達目的の債権譲渡取引の活性化に資する

か疑問であるという意見が多く寄せられた36）。また、現在、取引において譲渡禁

止特約を用いている立場（銀行やクレジット会社）からは中間試案に対する反対意

見が寄せられた。なお、中間試案第18 - 1⑷のウエの規定を設けることに対して

は多くの反対意見が寄せられた37）。

4　要綱仮案の決定まで

中間試案に対するパブリックコメントの手続を経た後、部会では要綱仮案の取

りまとめに向けた議論が開始された。第 3ステージにおける部会資料は A「要綱

案のたたき台」と B「要綱案の取りまとめに向けた検討」に分けられており、前

者では部会で意見がまとまりつつある事項が条文案の形で示されており、後者で

は部会の意見がまとまっていない事項が検討の方向性を提示するという形で示さ

れていた38）。

現行民法466条に対応する事項についてみていくと、まず部会第83回会議にお

いて事務当局より提出された部会資料74 -Ａにおいては、中間試案に対するパブ

リックコメントにおいて多くの反対意見が寄せられた中間試案第18 - 1⑷ウエの

規定が削除されたほかは中間試案とほぼ同様の提案がなされていた39）。しかし、

その後の第93回会議において示された「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮

案の原案」の段階では、部会資料74 -Ｂから預金債権を対象として譲渡禁止特約

につき現行民法下と同様の効力を認める提案40）が、部会資料78 -Ｂから債務者の

供託に関する提案41）がそれぞれ新たに盛り込まれることになった。そして、こ

の要綱仮案の原案に大きな修正が加えられることなく、要綱仮案の決定に至った。

5　小　括

本章では、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」の決定までの部会にお

ける議論の推移を追ってきた。以上から、譲渡禁止特約規定に関する部会での議

論については、第 1ステージの段階で譲渡禁止特約の効力について相対的効力案

を採る方向性が決まり、第 2ステージ以降はほぼ一貫して相対的協力案を採った
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場合に起こりうる種々の問題への解決策の検討に比重が置かれていたということ

ができるだろう。要綱仮案も当然この議論の流れを汲んでおり、相対的効力案を

採った上で、その際に起こりうる問題点への解決策を示した規定ぶりとなってい

る。しかし一方で、この相対的効力案については、第 1ステージ初期の段階で既

に、この構成で資金調達目的の債権譲渡取引の活性化が実現されるか疑問である

との意見や、特約も有効、債権譲渡も有効とするその規定ぶりに対する批判が出

されていたということも忘れてはならない。

本章で追ってきた議論を経て部会により決定された要綱仮案は、約款に関する

規定についての審議を加えた上で、平成27年 2月に法制審議会総会にて要綱案が

承認された後、改正案として国会に提出される予定である。次章では、そのまま

改正案として国会に提出される可能性がある要綱仮案における譲渡禁止特約に対

応する規定が、債権法改正の目的に適う形になっているかについて検討していく。

Ⅳ　「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」の検討 

　　―債権法改正の目的から―

1　序　説

本章ではまず、平成26年 8月26日に法制審議会「民法（債権関係）部会」にお

いて決定された「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」42）における現行民

法466条に対応する規定（要綱仮案第19 - 1）を確認した上で、この規定が、債権

法を社会・経済の変化へ対応させる（譲渡禁止特約に関していえば、現行民法466条

2項を資金調達手法としての債権譲渡取引の発展に資する規定に改めることを指すと思

われる）とともに、国民一般にとってわかりやすい規定にするという債権法改正

の目的に適う形になっているか否かについて検討を行っていく。そして、要綱仮

案における規定が債権法改正の目的に適う形になっていない場合は、債権法改正

の目的により適う規律を提案し、その実現可能性についても検討していきたいと

思う。

2　要綱仮案（第19 - 1）の検討

（ 1） 要綱仮案（第19 - 1 ）の概要

要綱仮案では、民法466条に対応する規律として「第19 - 1　債権の譲渡性と

その制限」という表題で、⑴譲渡制限の意思表示の効力、⑵譲渡制限の意思表示
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を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合、⑶譲渡制限の意思表

示が付された債権の債務者の供託、⑷譲渡制限の意思表示が付された債権の差押

え、⑸預金債権又は預金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力、の 5項目が設け

られている。また、現行民法における譲渡禁止特約を「譲渡制限の意思表示」と

いう名称に変更している。

（a）　「第19 - 1⑴譲渡制限の意思表示の効力」について

ここでは、まず、譲渡制限の意思表示が付された債権が譲渡された場合も、譲

渡人・譲受人間の債権譲渡の効力は有効であるとする旨が定められている（ア）。

そして、債務者は、譲渡制限の意思表示につき悪意または重過失の譲受人等の第

三者に対して、債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他

の当該債務を消滅させる事由をもって対抗することができるという規定がなされ

ている（イ）。

本項の規定は、特約も有効であり債権譲渡も有効であるという相対的効力案の

考え方を維持したものであるといえる。

（b）　「第19 - 1⑵譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗するこ

とができない場合」について

ここでは、債務者が債務を履行しない場合で、譲受人が債務者に対して相当の

期間を定めて譲渡人へ履行するよう催告をし、その期間内に履行がないときは、

債務者は譲渡制限の意思表示を悪意または重過失の譲受人に対抗することができ

なくなる旨が規定されている。

この規定は中間試案第18 - 1⑷イと同じ内容であり、譲渡制限の意思表示の効

力が相対的効力案に依っていることから生じうるデッドロック状態の解消のため

に設けられたものである。

（c）　「第19 - 1⑶譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託」について

ここでは、まず、アにおいて譲渡制限の意思表示が付された金銭債権が譲渡さ

れた場合、債務者は譲渡された金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の

供託所に供託することができる旨（ア（ア））を定めた上で、供託した債務者は遅

滞なく譲渡人および債権者（譲受人）に供託をしなければならない旨（ア（イ））

と債権者たる譲受人のみに供託金還付請求権が認められる旨（ア（ウ））の規定が

設けられている。イにおいては、債務者がア（ア）に規定される供託ができる場

合で譲渡人につき破産手続開始決定があったときは、金銭債権の全額を譲り受け、

第三者対抗要件を具備した債権者は、債務者に金銭債権の全額相当する債権の供
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託をさせることができる旨の規定が設けられている。

現行民法下で譲渡禁止特約付債権が譲渡された場合、譲受人の主観的態様に

よって債権譲渡の効力が定まることから、債務者は債権者不確知を理由とした供

託をすることができる（民法494条）。一方、要綱仮案においては譲渡制限の意思

表示が付された債権が譲渡された場合、譲受人の主観的態様を問わず債権譲渡は

有効であり、債権者は譲受人である。しかし、譲受人が譲渡制限の意思表示につ

き善意無重過失であるときには債務者は譲渡人に弁済することはできないことか

ら、弁済の相手方の判断に迷うという状況に置かれることは現行民法の場合と変

わりない。そのために新たな独立の供託原因としてアの規定が設けられることと

なった43）。この規定も、譲渡制限の意思表示の効力が相対的効力案に依っている

ことから設けられた規定であるといえる。

（d）　「第19 - 1⑷譲渡制限の意思表示が付された債権の差押え」について

ここでは、まず、中間試案第18 - 1⑸と同様に判例法理を明文化する規定（ア）

が置かれるとともに、譲渡制限の意思表示につき悪意または重過失の譲受人の債

権者が譲渡制限の意思表示の付された債権に強制執行をなした場合、債務者（第

三債務者）は債務の履行を拒むことができるほか、譲渡人に対する弁済その他の

当該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旨（イ）

が定められている。

ここで、本項イの規定は差押債権者に執行債務者である譲受人が有する権利以

上の権利が認められるべきではないとの考えから設けられたとされている44）。

（e）　「第19 - 1⑸預金債権又は預金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力」に

ついて

ここでは、譲渡制限の意思表示が付された預貯金債権の譲渡については要綱仮

案第19 - 1⑴アの規定は適用されないという旨が定められている（ア）。ここで、

譲渡制限の意思表示の存在につき悪意または重過失の第三者が当該預貯金債権を

譲り受けた場合は、判例法理45）と同様に債権譲渡の効力は否定される。なお、

差押債権者に対しては譲渡制限の意思表示の効力を主張することができないとい

う現在の判例法理は本項アの場合においても当然に妥当するため、本項ではその

旨を明文化している（イ）。

預貯金債権は「口座に金銭が振り込まれるたびに、口座内の既存の債権と振り

込まれることによって成立した債権が一体化し、新たな一つの債権が成立する」

ことから入出金の度に債権額が変動するという特殊性を有していることから、入
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出金によって入れ替わる預貯金債権をいわば「色分け」することは困難であると

される46）。そのため、金融機関は預貯金債権につき約款によって譲渡禁止特約を

付すことが一般的となっているが、要綱仮案第19 - 1⑴のような規律が設けられ

て譲渡制限の意思表示に反する譲渡も有効とされると、多数の預貯金債務を抱え

る金融機関は預貯金の払戻業務を円滑かつ迅速に行うことができなくなってしま

うことから、預貯金債権を除外するこの規定が設けられることとなった。

（ 2） 検　討

本項では（a）資金調達手法としての債権譲渡取引の発展に資するか、および、

（b）国民一般にとってわかりやすいものか、という 2つの観点から要綱仮案の

第19 - 1の規定を検討していく。

（a） 資金調達手法としての債権譲渡取引の発展に資するか

まず、要綱仮案における譲渡制限の意思表示には債務者が弁済を行う相手方を

固定する機能しかなく、譲渡制限の意思表示が付された債権の譲渡は有効である

ことから、特約に反する債権譲渡を無効とする現在の譲渡禁止特約の効力と比較

すると、その効力が弱められているということができる。

しかし、要綱仮案第19 - 1⑴アによれば、譲渡制限の意思表示に反して譲渡人・

譲受人間でなされた債権譲渡は有効である反面、譲渡人・債務者間でなされた譲

渡を制限する旨の特約も有効とされた上で第19 - 1⑴イによって特約につき悪意

または重過失の譲受人に対して、債務者は債務の履行を拒む等ができるとされて

いる。そのため、譲受人たる金融機関が、特約に第三者効が認められている以上、

あえてそれに反する債権譲渡を受けないという抑制的な対応をする可能性が指摘

されている47）。また、企業は取引相手との取引が停止されることを恐れて、譲渡

を制限する旨の特約が付された債権を譲渡して資金調達を行うことは考えにくい

との指摘もなされている48）。

さらに、要綱仮案第19 - 1⑴イでは、譲渡制限の意思表示の存在を知らなかっ

たことにつき重大な過失があるとされた譲受人に対しても、債務者は債務の履行

を拒む等ができるとされている。そのため、要綱仮案のもとでも、譲受人は重過

失の認定を受けないようにするべく債務者に対して譲渡禁止特約の有無について

確認するなどの調査を行うことが必要とされる現在の状況49）は変わらないとい

える。

以上をふまえると、要綱仮案の規定は、資金調達手法としての債権譲渡取引の
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発展に資するものであるとはいえないと思われる。

（b） 国民一般にとってわかりやすいものか

要綱仮案においては、まず要綱仮案第19 - 1⑴アにおいて、譲渡制限の意思表

示もそれに反してなされた債権譲渡も有効という相対的効力案の考え方を採る旨

が定められた上で、⑵から⑷において相対的効力案を採った場合に生じる問題に

対する解決策が置かれるという構造が採られている。一方で、要綱仮案第19 - 1

⑸では、預貯金債権についてのみ、譲受人が悪意の場合、譲渡制限の意思表示に

反する債権譲渡が無効となるとされている。このような要綱仮案の規定ぶりは、

現行民法466条 2項と比較すると、非常に複雑な規定になっており、国民一般に

わかりやすい形での改正がなされているとは到底いえない50）。

以上、（a）および（b）の 2つの観点から要綱仮案を検討してきたが、この要

綱仮案第19 - 1の規定はそのどちらの観点からも満足のいく形になっていないと

いわざるを得ない。よって、この要綱仮案の規定は、債権法改正の目的に適う形

にはなっていないといえるだろう。なぜならば、社会・経済の変化への対応とい

う観点に関していえば、要綱仮案が一定の場合に譲渡制限の意思表示に第三者効

を認めている以上、資金調達手法としての債権譲渡取引の発展に資する形になっ

ておらず、国民一般にわかりやすいかという観点についていえば、債権譲渡も有

効だが、それを制限する特約も有効、ただし預貯金債権は除外する、というむし

ろ複雑難解な規定になっているからである。そして、このような結果を招いた原

因は、前章でみたように、部会での議論が、相対的効力案を採ることありきで進

められてきたことにあると思われる51）。

では、どのような形の規律であれば、債権法改正の目的に適うものとなるか。

次節にて検討していく。

3　債権法改正の目的に適う規律方法の検討

前節において私は、要綱仮案第19 - 1は、債権法改正の目的に適った形になっ

ていないと断じたが、その根本的な原因は、譲渡を制限する旨の特約（譲渡制限

の意思表示）に第三者効が認められていることに起因していると思われる。

では、譲渡を制限する旨の特約の第三者効を否定する規定が設けられれば、ど

うなるであろうか。まず、譲受人たる金融機関は、特約付の債権につき債権譲渡

を受けないという抑制的な対応をする必要がなくなるとともに、重過失が認定さ

れないようにするために強いられていた特約の有無に関する調査をする必要もな
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くなることから、要綱仮案の規定と比較すると、資金調達手法としての債権譲渡

取引が促進されると思われる。また、特約の第三者効が否定されれば、要綱仮案

第19 - 1の大多数の規定を設ける必要がなくなるため、要綱仮案と比べて遥かに

国民一般からみてわかりやすい規律となると思われる。よって、現行民法466条

2項の規定を、基本的には譲渡を制限する特約の第三者効を否定するという形に

改めれば、債権法改正の目的に適う形の規定になると考えられる。なお、全面的

に譲渡を制限する旨の特約の第三者効を否定することは、要綱仮案第19 - 1⑸で

も取り上げられた預貯金債権の例もあり、適切ではないことから、国際債権譲渡

条約 9条52）のような形で、預貯金債権等をはじめとする一定のカテゴリーの債

権については適用除外とするような規定を設けることが望ましいと思われる53）。

もっとも、このような、預貯金債権等の一定の取引類型の債権を除外した上で

譲渡禁止特約は原則第三者効なしとする形54）の規律を設けるという提案につい

ては、「このような考え方がある」という形で何度か部会における議論の場で取

り上げられた。そしてそのつど、どのような一定の類型分けをどう定めるのか定

かでない55）、とか、そもそも民法においてこのような類型分けをすべきではな

い56）といった反対意見が出されることにより、部会では具体的に突っ込んだ議

論が何一つされることなくこの提案を排斥してきた。しかしながら、要綱仮案の

段階において預貯金債権を除外する形の規定が設けられたことで、部会は自ら、

一定の取引類型の債権を除外する形の規定ぶりにすることが可能であったことを

示す結果となっている。部会においてもっと早い段階から、一定の取引類型の債

権を除外した上で譲渡禁止特約は原則第三者効なしとする形の規律に関して具体

的、かつ、深い議論がなされていたら、要綱仮案の規定はどのような形となって

いただろうか。この点が悔やまれてならない。

4　小　括

本章ではまず、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」における現行民法

466条に対応する規定である要綱仮案第19 - 1の規定内容を確認した上で、この

要綱仮案の規定が、債権法を社会・経済の変化へ対応させるとともに、国民一般

にとってわかりやすい規定にするという債権法改正の目的に適う形になっている

か否かについて検討を行ってきた。そこで私は、要綱仮案の規定が、資金調達手

法としての債権譲渡取引の発展に資する形になっていないことと、複雑難解なも

のとなっていることを指摘し、債権法改正の目的に適うものとなっていないと断
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じた。その上で、債権法改正の目的に適う規律方法として、預貯金債権等の一定

の取引類型の債権を除外した上で譲渡禁止特約は原則第三者効なしとする構成を

採用するべきである旨を提案するとともに、この構成に関して具体的で深い議論

を何一つ行ってこなかった部会の議論の進め方の不備を指摘した。

Ⅴ　おわりに

本稿において私は、まず、現行民法における譲渡禁止特約が資金調達手法とし

ての債権譲渡取引を阻害する要因となっていることを検証した。これにより、債

権法改正の目的の一つである債権法を社会・経済の変化に対応させるという点を

譲渡禁止特約に関していうならば、現行民法466条 2項を資金調達手法としての

債権譲渡取引の発展に資する規定に改めることであるということが示された。そ

して、資金調達手法としての債権譲渡取引の発展に資する規定に改めるものであ

るか、および、国民一般にとって分かりやすい規定になっているか、という観点

から要綱仮案に対する検討を行い、現行民法466条に対応する要綱仮案第19 - 1

の規定が債権法改正の目的に適う形になっていないことを明らかにするとともに、

債権法改正の目的に適う規律方法についての提案を行ってきた。本稿により、少

なくとも現行民法の譲渡禁止特約に対応する規定については、法制審議会「民法

（債権関係）部会」において、もっぱら自分達の理屈を精緻化させる形の、債権法

改正の目的に適う規定を考えようとする問題意識が薄い議論がなされていたとい

うことができるだろう。要綱仮案が要綱案となって国会に提出される前に、もう

一度、債権法改正の目的に立ち返った検討が加えられることを切に願う。

1） 法務大臣による諮問第88号（平成21年10月28日総会）「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、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図
り、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」。

2） 以下、単に部会という。
3） 以下において、単に「民法改正」または「債権法改正」という単語が用いられ
た場合はこのことを指すものとする。

4） 以下、単に要綱仮案という。
5） 最判昭和48年 7月19日民集27巻 7号823頁等。



154　法律学研究54号（2015）

6） いわゆる「物権的効力説」と呼ばれる考え方である。最判昭和52年 3月17日民
集31巻 2号308頁、最判平成 9年 6月 5日民集51巻 5号2053頁等。

7） 平井宜雄『債権総論［第二版］』（弘文堂、1994）136頁、前田達明『口述債権総
論［第三版］』（成文堂、1993年）400頁等。いわゆる「債権的効力説」と呼ばれ
る考え方である。

8） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料 9 - 2」 3頁等参照。
9） これは起草者自身も認めていることである。詳しくは、法典調査会民法議事速
記録 3巻（商事法務、1984）515頁参照。

10） 前掲注 9）516頁。
11） 池田真朗『債権譲渡法理の展開』（弘文堂、2001）330頁。
12） 債権譲渡取引の大きな転換についての詳細は、池田真朗「債権譲渡の判例法理
の展開と債権譲渡取引の変容―危機対応型取引から正常業務型資金調達取引
へ―」川井健 ＝田尾桃二編『転換期の取引法―取引判例10年の軌跡―』（商事法務、
2004）295頁以下参照。

13） 強い立場の債務者の例として、公共団体や金融機関が挙げられる。
14） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料 9 - 2」 3頁。
15） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料 9 - 1」 2頁、中田裕康『債権総論［第
三版］』（岩波書店、2013）524頁、池田・前掲注 7）304頁以下参照。

16） 譲受人として重過失が認定されないように、債務者に対して譲渡禁止特約の有
無について確認するなどの調査を行ったりすることが必要とされている（経営法
友会マニュアル等作成委員会編『動産・債権譲渡担保マニュアル』（商事法務、
2007）55、56頁参照）。なお、譲受人に譲渡禁止特約の有無についての調査義務
を課した判例としては、大阪高判平成16年 2月 6日金判1711号35頁、および、そ
の判断を是認して上告申立てを不受理とした最決平成16年 6月24日金法1723号41

頁が挙げられる。
17）〈座談会〉道垣内弘人ほか「資金調達手法の多様化と新しい担保制度」ジュリス
ト1238号22頁以下、池田・前掲注11）306頁以下参照。

18） 内田貴『民法改正のいま―中間試案ガイド―』（商事法務、2013）43頁参照。
19） 以下、単に中間論点整理という。
20） 以下、単に中間試案という。
21） 一方、現在の判例法理（前掲最判昭和52年 3月17日および最判平成 9年 6月 5

日等）と同様に特約に反する債権譲渡を無効とする考え方は、絶対的効力案とい
う名称で呼ばれた。部会第 7回会議における内田貴委員の発言によれば、絶対的
効力案と相対的効力案という言葉は、それぞれ従来の物権的効力説と債権的効力
説とほぼ同義であるが、「従来の学説の表現をそのまま使ったのでは、最近の新
たな提案を完全にカバーし切れないかもしれない」ために絶対的効力案、相対的
効力案という名称にしたとのことである。詳細は「部会第 7回会議　議事録」10

頁以下参照。
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22） 前掲注21） 4頁以下参照。
23） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料 9 - 1」 3頁参照。なお、部会の会議に
おいてはこのような一定の取引類型から生じる債権について民法に定めることに
対しては、反対の意見が多く出された。

24）「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」については法務省の HP

上に公開されている（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html）。
25） 前掲最判昭和52年 3月17日および最判平成 9年 6月 5日等。
26） この条約は国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）において採択された条約で
あり、英文の正式名称は「United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade」である。以下では、国際債権譲渡条約とする。
なお、 9条の規定の日本語訳については、池田真朗 =北澤安紀 =国際債権流動化
法研究会「注解・国連国際債権譲渡条約（ 2）―UNCITRAL総会報告書をもと
に―」法学研究75巻 8号120頁以下参照。また、法制審議会「民法（債権関係）
部会資料 9 - 2」 6頁以下においても条約 9条の日本語訳が掲載されている。

27） 前掲最判昭和48年 7月19日等。
28） 特約につき悪意または重過失の譲受人は債務者に対して直接請求できず、他方
で債権回収へのインセンティブが働かない譲渡人が債権回収を行わないという状
態のことを指す。

29） 最判昭和45年 4月10日民集24巻 4号240頁参照。
30） 中間論点整理に対するパブリックコメントの結果については法制審議会「民法
（債権関係）部会資料33 - 3」 1頁以下参照。相対的効力案に賛成する意見とし
ては、特約違反の債権譲渡も有効とされることで従来よりも資金調達目的の債権
譲渡取引が活性化することを期待する趣旨の意見が見られ、絶対的効力案に賛成
する意見としては、相対的行為力案を採用しても債権譲渡を用いた資金調達の促
進は図り得ないという意見や絶対的効力案の方が法律関係として簡明であるとい
う意見が多く見られた。

31）「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」については法務省の HP上に公開
されている（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html）。

32） 内田・前掲注18）45頁参照。なお、これによると、従来の物権的効力からの区
別という趣旨で名称も譲渡制限特約へと変更されたとしている。

33） 前掲最判昭和45年 4月10日。
34） 内田・前掲注18）45頁以下参照。
35） 池田真朗「民法（債権関係）改正―要綱仮案へ向け立法論の原点確認を―」銀
行法務21 771号39頁等参照。

36） 中間試案に対するパブリックコメントの結果については法制審議会「民法（債
権関係）部会資料71 - 5」86頁以下参照。

37） ウについては、譲受人は譲渡制限特約が付されているというリスクを織り込み
済みで債権を譲り受けたのに対して、債務者には譲渡人に生じた事由について帰
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責性がないにもかかわらず譲受人が最初に第三者対抗要件を具備したかどうかの
判断をしなければならなくなってしまうこの規定は不適切であるとする意見が、
エについては、弁済の相手方を固定するという特約の趣旨が、譲渡人に対する差
押えによってなぜ失われるのかが必ずしも明確でないとの反対意見が寄せられた。

38） 池田・前掲注35）38頁では、部会資料Ｂ「要綱案の取りまとめに向けた検討」
の事項は、最終的に要綱案から落ちる候補ともいえるとされている。

39） なお、この部会資料74 -Ａでは、中間試案第18 - 1⑴アの規定は解釈から容易に
導くことができるとして明文化が見送られることとなった（法制審議会「民法
（債権関係）部会資料74 -Ａ」 5頁参照）。

40） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料74 -Ｂ」第 2 - 1⑵13頁参照。
41） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料78 -Ｂ」第 3 - 1⑵⑶ 5頁以下参照。
42）「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」については法務省の HP上に公開
されている（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900227.html）。

43） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料78 -Ｂ」 9頁参照。
44） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料74 -Ａ」 6頁参照。
45） 前掲最判昭和52年 3月17日および最判平成 9年 6月 5日等。
46） 銀行法務部長を務める委員から部会第93回会議において提出された、中原利明
「債権譲渡制限特約に関する意見」 3頁参照。

47） 池田真朗「民法（債権関係）改正要綱仮案になお残る問題提案―譲渡制限特約、
債権譲渡と相殺、債務引受―」銀行法務21 781号39頁参照。

48） 法制審議会「民法（債権関係）部会資料71 - 5」87頁参照。
49） 経営法友会マニュアル等作成委員会編『動産・債権譲渡担保マニュアル』（商事
法務、2007）55、56頁参照。なお、譲受人に譲渡禁止特約の有無についての調査
義務を課した判例として、大阪高判平成16年 2月 6日金判1711号35頁、および、
その判断を是認して上告申立てを不受理とした最決平成16年 6月24日金法1723号
41頁が挙げられる。

50） 池田真朗「民法（債権関係）改正作業の問題点―「民意を反映した民法典作り」
との乖離―」世界865号260頁参照。

51） 前章の小括でも、譲渡禁止特約規定に関する部会での議論については、第 1ス
テージの段階で譲渡禁止特約の効力について相対的効力案を採る方向性が決まり、
第 2ステージ以降はほぼ一貫して相対的協力案を採った場合に起こりうる種々の
問題への解決策の検討に比重が置かれていたということができるという点に触れ
ている。

52） 国際債権譲渡条約 9条では、 1項において原則として譲渡を制限する趣旨の特
約の第三者効を否定するという旨を定めた上で、同条 3項において、 1項の原則
が適用される方の債権を列挙する（その結果、 3項 a～ dまでの各号に列挙され
ていない債権は適用除外される）という構成が採られている。

53） 池田・前掲注47）39頁においても、このような規定ぶりを採用することが「最
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も簡明であり、資金調達取引に最も有益かつ実効性のある」形である旨が述べら
れている。なお、適用除外とされた債権については、現行民法466条 2項と同様
の取り扱いがなされるべきである。

54） 部会においては、反対に、流動化の必要性が高い一定の取引類型の債権につい
てのみ特約の第三者効を認めないとする形の規定を設けることの是非が検討され
たこともあった（法制審議会「民法（債権関係）部会資料37」 1頁における乙案
参照）。

55） 例えば、部会第 7回会議における木村俊一委員の発言が挙げられる（前掲注21）
21頁参照）。

56） 例えば、部会第 7回会議における中田裕康委員の発言が挙げられる（前掲注21）
18頁参照）。また、Ⅲ章でも触れたが、中間論点整理に対するパブリックコメン
トにおいても同様の意見が多数出されていた（法制審議会「民法（債権関係）部
会資料33 - 3」23頁以下参照）。


