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Ⅰ　はじめに

「制定法または判例によって特に保護に値すると認められた債権者が、債権の

弁済を得るために、その債権と密接な関連を持つ債務者の第三債務者に対する債

権を、自己の名で、かつ、自己の権利として、第三債務者に対して行使しうる権
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利」1）

優先的債権回収の制度として考えられている直接訴権は、以上のように定義さ

れているところ、明文規定としては、民法613条 1項 2項において転借人が賃貸

人に対しておう義務や民法107条 1項 2項において復代理人が本人に対して負う

義務が立法の沿革やフランス法での解釈に基づきそれと捉えられることがある。

また、自賠法22条 1項も直接訴権を認めたものとされている。

もっとも、一般的に直接訴権を認める規定はなく、優先的な債権回収を図るた

めに明文なき直接訴権を認めるべきではないかという提案がしばしばなされてい

る2）。かかる学説の内容は、その構成から、法的性質に至るまで、種々多々あり、

どの考え方も一般的に承認されるような通説を形成するまでには至っていない。

一方で、法定債権発生の仕組みとして、民法703条において不当利得返還請求

権が定められている。これは、「ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当

な理由を欠く場合に、法律が、公平の観念に基づいて、受益者にその利得の返還

義務を負担させる」制度とされている3）が金銭賠償の原則が妥当しないため、こ

の請求権に基づき金銭以外も請求可能なものである4）から、債権の移転も場合に

よっては許されうると考えられる。

そこで、本稿においては、優先的債権回収の制度としての直接訴権を検討した

のちに、直接訴権が想定する場面は、不当利得の一般法理により可能なのではな

いかという観点から検討を進めていきたいと考える。

Ⅱ　直接訴権

1　直接訴権とは

前述のように、このような優先的債権回収は直接訴権の枠内で、しばしば、論

じられてきた5）。直接請求権とは日本民法にはあからさまな明文規定は存在しな

いが、転借人が賃貸人に対して直接負う義務（613条 1項）や復代理の規定（107

条 2項）がそれと説明されており6）、その性質としては以下の 4つの性質7）を矛

盾なく説明できるものと考えられている。

①直接訴権の効力が生じるまでは、中間債務者の第三債務者に対する債権は存在

していなければならないこと。

②直接訴権の効力が発生してから、直接訴権を行使する債権者が弁済を受けるま

では、中間債務者は第三債務者に対する債権の処分権を失い、第三債務者も、
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中間債務者に有効に弁済することができなくなる。すなわち、中間債務者が第

三債務者に対する債権の処分権を失う代わりに、直接訴権を行使する債権者が

その債権を排他的に取得すること。

③直接訴権を行使する債権者が、中間債務者から弁済を受けた場合は、中間債務

者は処分権を回復し、第三債務者に対して権利を行使することができること。

④直接訴権を行使する債権者が第三債務者から弁済を受けた場合は、中間債務者

の第三債務者に対する債権も消滅すること。

かかる性質を有するものを直接訴権と定義した上で、以下主要な学説について

紹介する。

2　直接訴権についての主な学説

直接訴権は、フランス民法典においては、債権者代位権とは別個の制度として

認められており、転借人が所有者に対して直接負う義務や、請負契約の労働者が

注文者に対して直接支払を請求できる権利、委任者が複受任者に対して直接請求

できる権利などがいわゆる直接訴権と呼ばれている8）9）。

そして、日本国民法においては、一般的にこれを認める明文規定はないからど

のような理論をもってこれを基礎づけるかが問題となっているところ、独自の権

利を発生させるという構成や、第三者のためにする契約とする構成、代弁済請求

権であるとする構成、法定の債権移転であるとする構成、などが有力に主張され

てきたとようである10）11）。ここでそれらを概説する。

①併存説

この説は単純に債権者から第三債務者に新たな債権を発生させるという説であ

る。確かに、もっとも素直な構成といえるが、中間債務者の債権と全く同じ内容

の独立した債権を直接訴権者が原始取得するという発想に不自然さがある上、上

記の直接訴権を行使する債権者が第三債務者から弁済を受けた場合は、中間債務

者の第三債務者に対する債権も消滅するという性質を説明できないと批判され

る12）。

②第三者のためにする契約説

第三者のためにする契約が債務者と第三債務者との間に締結されたと構成する

ものである。この説明は債務者の他の債権者による差し押さえができないことの

説明を可能とするものであるが、意思の擬制であり、また、責任保険では、被害

者を被保険者とすることが無理であると考えられている。
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③免脱請求権説

これは債務者が第三債務者に対して有しているのは債務免脱請求権に過ぎず、

債権者はその反射効として第三債務者に対して直接訴権を取得するというもので

ある。

④債権移転説

これは、債務者が第三債務者に対して有する債権が債権者に移転するものとし

て構成するものである。つまり、債権による代物弁済のような効力を発生させる

ものである。もっともこの説には債務者が第三債務者に対する債権を失うことに

なるのではないかという批判がある。

3　直接訴権と債権者代位

そして、上記の学説のうち、直接に独自の権利を発生させることを認める学説

において、直接訴権は、民法423条 1項の債権者代位権との関係で語られること

がある。フランス本国においても、教科書などにおいては債権者代位権の最後の

箇所で取り扱われており13）、また、先述の移転説を支持していた加賀山教授も

「直接訴権は間接訴権（債権者代位権）の特殊形態」と紹介していて14）、その関係

は密接なものであると考えられている15）。

そして、平野裕之教授は、この直接訴権を債権者代位権の転用として構成しよ

うとしており16）、また、花房一彦教授も423条の債権者代位権を直接訴権類似の

直接の債権を認めるものとして構成しているから直接訴権を債権者代位権の枠内

で考察している17）ともいいうる。

では、債権者代位権を優先的代位権として構成する考えはいかなる根拠にもと

づくものであろうか。正直に言って、これについて詳細な検討を加えた文献は見

当たらず、何故代位権の転用により直接訴権を一般的に認めることができるのと

いう点においては、理論的根拠が明らかにされているとはいい難い。

確かに、債権者代位権は、第三債務者から直接の引き渡しを認める判例法理の

もと18）債権の回収の役割を担っている一面もあるが、複数の者が一つの債権に

代位行使することは妨げられていないと考えられている19）。また、一人の債権者

が優先する結果となることと、債務者の総財産は債権者の有する債権の共同担保

であるという、建前20）のもと、どうして、その共同担保からある財産だけが債

権者平等の原則を無視してまで、特定の債権のみが、優先弁済の対象となるのか、

そして、どうして、それが、債権者代位の転用により説明できるのかが不明であ
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る21）22）。

さらに、フランス本国においてはそれぞれの直接訴権毎に要件は法定されてい

るからその性質に応じて要件が緩和されているようではある23）が、我が国にお

いてはいかなる場合に直接訴権が発生するのかという一般的な要件論に関しては

あまり熱心に議論されてこなかったといえるから、債権者代位権の転用の要件と

直接訴権の一般的要件に親和性があるのかはなお不明である。

そうすると、この債権者代位権を転用するという考えの根拠は、実質論として

先の①から④までの、性質を説明できることに求められるにとどまり、理論的な

説明を欠くと言わざるをえない。

4　移転説

先に述べた移転説は、第三債務者に対して直接の権利を発生させるものではな

く、債務者から債権者への権利の移転として構成するものであるから、債権を取

得すると構成すると先の③の性質の説明がむずかしくなるという理論的な欠点が

あるようにも思える。

移転説は、加賀山教授が提唱していた学説であるが24）、加賀山教授は民法613

条の賃貸人の転借人に対する請求権の性質の研究を通じて、直接訴権に対する一

般的な説示をするに至ったものである。そして、加賀山教授は、先の移転説に対

する批判を不真正連帯債務により、解決しようとしたのである。すなわち、中間

債務者の直接訴権者に対する債務を不真正連帯債務に転化させることによって、

先述の①‒④までの性質を矛盾なく説明するのである。これは、フランス控訴院

において認められているといわれている25）。また、中間債務者と第三債務者の責

任も残存しこれらは連帯して併存するものとする見解もある26）。

私見においてはこの移転説を前提にこの理論的な根拠を不当利得に求めるとい

う構成を検討したいが、そもそも移転説に対して、平野教授は、明文規定がない

場合も包摂するような構成としては、解釈論の域を超えるものであること、423

条をこのような構成に転用するのは難しいことを理由にこの構成を批判してい

る27）。

5　代償請求権28）

また、明文規定なく、債権を取得する法理としては、代償請求権が知られてい

るところである。代償請求権とは、履行不能と同一の原因によって、債務者が履
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行の目的物の代償として利益を取得した場合に、債権者において債務者に対し、

その利益の償還を請求する権利である。リーディングケースとして知られる判

例29）は損害保険契約を建物所有者ではなく賃貸人が締結していた場合に、賃貸

人が受け取った保険金を所有者が請求できるかといった事案であり、最高裁は、

民法536条 2項但書の規定の法理に「公平の観念」をみとめて、「利益の償還を請

求する権利」を認めた。

判旨を見る限り、なんらかの権利の移転を、「利益の償還」として認めたもの

であると考えられるが、この事案においては、既に、原告が保険金を受領してい

ることから、債権の移転を認めたものと解することはできないだろう。

もっとも、この判例に対して学説は、代償請求権を認めた判決としての意義は

認めながらも、事案の複雑性から先例としての意義を疑う見解や民法536条 2項

後段にその根拠を求めたという点で批判的な目を向けている。

そして、その後、裁判例において「代償請求権」なる単語は複数回あらわれて

いるようであるが、その実態は、執行不能に備えた塡補賠償請求30）や現物返還

に代わる価格賠償請求権31）、不当利得返還請求権32）、遺産の一部の売却代金請求

権や滅失損傷による損害賠償請求権33）、単なる「代わりの請求権」等34）、であり、

このような学説で議論されてきたような、債権の移転を認めるような裁判例は登

場していない35）。

学説も代償請求権の根拠については、支配的な支持を受けているものはなく、

物上代位、賠償者代位、弁済者代位と共通する原理として捉える考え方36）や、

給付危険との関係で、理解しようという考え方37）、不当利得の一般法として理解

する考え方38）が散見される。

また、債権を移転したとしてもその後の債務者対抗要件や第三者対抗要件をい

かなる方法で得ることができるのかという問題も存在する。さらには、履行不能

を前提としている点で優先弁済請求権の行使を認める範囲が狭すぎるともいいう

る。さらに、代償請求については、直接訴権の一類型として考察している文献は

みあたらない39）。

もっとも、今後予定されている民法改正によって代償請求権の規定が明文化さ

れる予定である（新民法422条の 2）。
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Ⅲ　不当利得返還請求権

1　要　件

そこで、私見においては、不当利得の一般論理により、直接訴権を基礎づける

ことができるかを検討する。不当利得返還請求権の一般的な規定は、民法703条、

704条にあるところ、民法典においてはこれの特則として、占有者の費用償還

（189条 1項 2項、190条 1項 2項）や解除における原状回復義務（545条 1項）が定

められている。また、この本質につき我妻博士は「形式的・一般的には正当視さ

れる財産的価値の移動が、実質的・総体的には正当視されない場合に、公平の理

念にしたがってその矛盾の調整を試みようとすること」40）という説明をしている。

一般的にも、「公平の理念」という言葉は不当利得制度における一種のマジック

ワードとして、様々な場面で登場してくる。

そして、不当利得返還請求の要件としては、利得、損失、法律上の原因の欠缺、

利得と損失の因果関係が必要とされている。

これらの要件において、通常は、「利得」、「損失」を最初に確定するためこの

要件が問題となることは少なく、「法律上の原因」の有無、及び、因果関係の有

無が論点として争われてきた。この二つの要件につき判例は、法律上の原因がな

いとは、「社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかったと認められるだけの連結が

ある場合」とし、直接の因果関係は不要とする見解をとっているといえる41）。

また、判例は「法律上の原因」についても、正義公平の観念上、正当とされる

原因をいう42）としており、前述の「公平の理念」から判断するという枠組みに

は従っているようである。もっとも、この二つの要件に関しては、結局利得と損

失の間の関係を見ていることから、利得と損失の有無に論点は集約するのではな

いかという指摘もなされている43）。

これらの要件を総合してみると、いわゆる直接訴権や代償請求が問題となる場

面においては、片方が損失を被り、もう片方がそれに社会通念上関連する債権を

取得するという関係は明らかであるから、この間の因果関係が直接のものではな

く、社会通念上のものでいいのだとすれば、すんなりと、利得、損失、その間の

因果関係が肯定できるであろう。

そして「法律上の原因」がないことも、結局公平の理念からみるのであるなら

ば、直接請求権や代償請求権はその直接請求権や代償請求権を認めないことが公
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平の理念に反するから問題提起されているのである以上、当然にその要件が充足

されるに至ると考えられる。

2　「法律上の原因」とはなにか

もっとも、「法律上の原因」がないという要件についてはさらに子細な検討が

必要であるように思われる。なぜなら、法律上の原因がある場合とは一般的に給

付を受けた場合ならば、その給付を受けられる債権が受領者にある場合を言うと

考えられている44）から、契約が当事者間に存する場合には法律上の原因がある

と一般的に解される45）からである。

しかしながら、およそ判例が不当利得返還請求の場面として処理する転用物訴

権46）や騙取金の返済の場合47）には、当事者間において契約があるし、他人物売

買の場合にも債権的には有効に契約が締結されている。要するに、法律上の原因

の有無の判断に当たっては契約の存否のみならず、その間に生じる物権の得喪や、

第三者に対して負う責任などが総合的に公平の理念という枠組みの下で考慮され

るのである。結局、「法律上の原因」の有無は法律関係の趣旨・制度目的から判

断されていくのである48）。

「法律上の原因」に関しては、不当利得の本質論からも様々な考えが紹介され

ている49）が不当利得の類型論50）の是非も含めて、混迷を極めている51）。そうす

ると、結局は「財産上の均衡をはかり、公平の理想を実現」52）という見地から、

個別具体的に決するほかないといえる。

よって、するべきは、一般に直接訴権の場面であるといわれている場面におい

て、債務者が有する債権が債権者との関係で法律上の原因がなく利得したものと

いえるかという個別的な検討であるように思われる。

3　返還請求権の範囲

（ 1） 最判平成19年 3 月 8 日

また、不当利得返還請求権の範囲が、もし、実際に得た利得全額ではなく、物

の客観的価値にとどまると解されるならば、不当利得返還請求権に基づいて、債

権を移転するという構成は、その返還請求の対象となるべき債権が「損失」の結

果と言えない以上は、難しいものになるといえる。

判例はこの点について、詳細に述べたものはないが、いわゆる失念株を名義株

主が売却し、その名義株主に対して、譲受人が不当利得返還請求した事案におい



163

て、代替性のものであっても価額賠償が相当であると判例変更53）を行うととも

に、売却代金相当額の金員の返還義務を負うと判示した54）。

つまり、この場合「損失」と因果関係を有する「受益」は物の売却代金相当額

であるとしたのである。

（ 2） 学説

これについて、この判例の判例評釈などにおいては様々な解釈がみられるが、

ドイツにおいてはこの問題につき準事務管理、代償請求の理論などと結びつけた

議論の蓄積があるためこれに引き付けて考察する論者が目立つ55）。

日本の学説については、大まかに損失者の仮定的状態を基準とする見解、取得

時の価格を基準とする見解、価額賠償義務発生時の価格を基準とする見解がある

が、ここでは代償として処分によって受益者が得た利益が返還の対象となるとし

て議論を進めたい。

4　直接訴権と考えられる場面における不当利得返還請求権の成立の可否

（ 1） はじめに

そこで、以下具体的な場面における検討をするが、まず、はじめに、興味深い

事例を紹介しよう。これは平野裕之教授の論文に掲載された事例であるが、その

ままの原文を紹介する。

「先ず、例えば、Xの動産をMが Yに売却し、Yが即時取得により保護される

場合、XはMに対して損害賠償請求権の他に、Mは Yに対して代金債権を取得

するため代金を不当利得していることになり、不当利得返還請求権も認められる。

そして、代金の支払いをいまだ受けていない場合には、不当利得返還請求権とし

て、代金債権の移転を受けることができると考えられる。そうすると、XがM

に不当利得返還請求権を持ち、Mが Yに対して代金債権を持つという関係になり、

両債権は密接な関係にあるので、この場合に不当利得返還請求権により、Xが直

接Mの Yに対する代金債権を取得できるということになれば、そもそも優先的

代位権を問題にするまでもない。」56）57）

まず、この説示を読んで考えてしまうのは、XのMに対する、損害賠償請求権、

不当利得返還請求権と XがMの Yに対する代金債権を取得した場合のこれらの

債権相互の関係である。この XのMに対する損害賠償請求権は Xの動産所有権

の喪失を権利侵害とするものであろうから、かかる代金債権の額とは額が相違す
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ることは想像に難くない。とすると、もし代金債権を取得し代物弁済がなされて

も、XのMに対する損害賠償請求権や不当利得返還請求権の満足と同等の効果

がある場面というのは少ないのではないか。そうだとすれば、これらの債権の関

係は連帯債権として、影響を及ぼしあう関係にあるとみるのが妥当といえる。こ

れは前述の移転説の思考に近づいてはいないだろうか58）。

また、平野教授が言う「密接な関係」とは、何を言うのだろうか。これがもし

加賀山教授のいうところの「密接な関連」と同義であるならば、これは、直接訴

権と不当利得返還請求権の要件の同一性を意味しているようにも思われる。つま

り、不当利得返還請求における「法律上の原因」とは、直接訴権のいう「密接な

関連」と同意義とはいえないであろうか。

もし、そうだとすれば、この場面において、売買代金債権を Xが取得すると

いうのであるなら、それは直接訴権そのものではないかと考えられるのである。

そこで、以下これらの観点から、具体的な場面において、不当利得返還請求権

の成立要件を満たすかについて検討する。

（ 2） 613条 1 項 2 項における、転借人の義務について

民法613条 1項は、適法な転貸の効果を「転借人は、賃貸人に対して直接の義

務を負う」と定めているところ、この規定は連帯債権を認めた例だといわれてい

るが、加賀山教授はこれを直接訴権として捉え、これの法的性質について、詳細

な検討を加えている59）。

そこで、この賃借人が転借人に対して、転貸料の範囲で有する債権の法的性質

を、不当利得に基づく債権移転によって基礎づけられるかを検討する。

まず、賃借人の有する転貸料債権を「利得」として、賃借人に対する賃貸人の

賃料債権が無価値になったことを「損失」とすると、この両者の間にはこの「利

得」を得たことで、「損失」が発生するという関係にないから因果関係が認めら

れないようにも思える。

しかし、騙取金による弁済の判例の説示たる「社会通念上乙の金銭で丙の利益

をはかったと認められるだけの連結」はあるのではないか。考えるに、先の転用

物訴権についてのリーディングケースであるブルドーザー事件判決60）において、

「損害」は自ら修理費用を支出したことではなく、修理を委託した者に対する報

酬債権が無価値になったことであると捉えられている61）。とすれば、判例はこの

「損害」と賃貸借契約の目的物の価値増加分との間に何らかの因果関係を認めた
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もの（この判例では直接の因果関係を肯定しているが）と言える。また、いわゆる

給付利得の場合には後発的な解除等によって、「法律上の原因」が失われ「利得」

と「損失」の間に因果関係が生じる62）。そうすると、本件においても、賃貸人の

賃借人に対する賃料債権が弁済されない、若しくは、無価値の限度において、社

会通念上の因果関係を認めることは、少なくとも判例に反することはないのでは

ないか。さらに、少なくとも転貸人は、目的物という賃貸人所有の財産によって、

転貸料債権という「利得」を得ているといえる。よって、この「利得」と「損失」

の間には、社会通念上の因果関係があるといって差し支えないといえる。

さらに、賃貸借契約は存在するが、賃料債権が弁済されない状態、若しくは、

無価値であるのにもかかわらず、転貸料債権という「利得」を保持できるのは、

もともとの賃貸借契約を基盤に転貸借契約が成立するという性質上、公平の理念

に明らかに反するといえる。よって、「法律上の原因」の欠缺が認められるとい

える。

以上より、613条 1項２項に基づき転借人が賃貸人に対して負う義務は、不当

利得返還請求に基づく、債権移転請求により、基礎づけることが可能と言える。

（ 3） 民法107条 1 項 2 項における復代理人の義務について

民法107条 1項 2項は復代理人の責任について「代理人と同一の権利を有し義

務を負う」としている。この規定も立法の沿革上はフランス民法1994条 2項の直

接訴権の規定を受け継いだものと言われている63）。

では、この規定も不当利得に基づく債権移転という観点から説明できないかを

考える。まず、「利得」を代理人から復代理人に対する引き渡し債権として、「損

失」を契約が帰属しているにもかかわらず、物や金銭などの引き渡しを受けてい

ないことと構成することが考えられる。そして、この二つの間には、復代理と代

理という二つの法律行為が介在するものの、復代理人が法律行為を、本人を代理

してすることで「利得」「損失」は発生しているから、社会通念上の因果関係は

肯定できるであろう。

また、「法律上の原因」についてであるが、代理人も本人に対して復代理人が

得た物や金銭を引き渡す義務を負っていると解されるから、復代理に対する債権

を保持すべき経済的理由はあるとも思える。しかしながら、復代理人が義務を果

たせば、代理人の本人に対する債務もまた消滅すると解される64）から、この債

権という利得を保持すべき実質的相対的理由はないのではないか。
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よって、この場面も不当利得によって基礎づけることが可能であるといえる。

（ 4） 保険金請求権

まず、前述のように、自賠責保険において立法により被害者の保険者に対する

直接請求が認められているが、対人賠償責任保険においては、昭和49年の約款改

定によって認められたものであり、契約上のものに過ぎない。また、現行法では、

保険法22条 1項において、被害者の先取特権が認められている65）。

そして、被害者が被った損害分を「損失」として、被保険者が保険者に対して

有する保険金請求権を「利得」とするのであれば、保険金請求権の発生が被害者

に対する損害の発生が条件となっている以上は社会通念上の因果関係は容易に肯

定できると考えられる。

もっとも、保険金請求権は保険者と被保険者との契約に基づき発生するもので

あり、契約上の原因に基づいているものである。とすると、「法律上の原因」が

存在しているようにも見える。

しかし、抵当権の物上代位につき裁判例は、目的物にかけられた保険契約に基

づき発生する保険金請求権につき、それが目的物から直接発生する果実とは言え

ないにも関わらず、物上代位を認めている66）。そして、被害者の権利利益と担保

目的物という違いはあれど、これに対する侵害を条件として発生するという点で

両者が共通するし、また、被害者への支払いを担保することを目的として、対人

賠償責任保険を設定するのであるから、被害者の損害賠償請求権と保険金請求権

の関係は、抵当権とのそれよりも密接であるといえる。そうすると、これにつき

被害者に権利行使をさせない実質的相対的な理由は存在しないようにも見える。

また、契約上有効な弁済が認められるにもかかわらず、不当利得返還請求を認

めた、先の騙取金による弁済の事案では、「法律上の原因」の有無の判断にあたり、

利得者の主観を考慮しているが、対人賠償責任契約の場合には少なくともこの契

約は被保険者から被害者への損害賠償請求権を確保するために締結されたことを

保険者は知っているのであるから、この点を考慮すれば「法律上の原因」の欠缺

を認めることもできるのではないか。

よって、この場合も不当利得返還請求による債権移転を実現しうる。

5　小　括

以上を通じて、今まで直接訴権の場面と言われていた場合においては、その債
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権を不当利得として返還請求することが可能であると考えるに至った。

しかし、転用物訴権の判例に対してなされる批判の中には、不当利得返還請求

権を認める範囲を広くしすぎることに対する危惧感をその前提にしたものも多く

あり、この解釈は現段階ではそれに上手に反論することはできない。また、直接

訴権の一般的承認に対する批判もそのまま当てはまるといえる。

さらに、不当利得返還請求による債権移転を認めたとしても、何故債権者と中

間債務者が有する第三債務者に対する債権が連帯債権になり、第三債務者と中間

債務者が債権者に対して負う債務が不真正連帯債務になるのかという、先の移転

説を承認する理論的根拠が全く明らかではない。

そこで、以下不真正連帯債務と連帯債権の成立要件につき考える。

Ⅳ　不真正連帯債務と連帯債権の成立要件

1　不真正連帯債務

（ 1） 性質

民法においては、432条以下において、連帯債務の規定があり、その、効果が

定められているところ、端的にいえば、連帯債務とは、複数の債務者が同一の給

付を同じ債権者に対して連帯して負担する債務のことである67）。特徴としては、

数々の絶対効が認められ、履行の請求（434条）、更改（435条）、相殺（436条 1項）、

免除（437条）、混同（438条）、時効の完成（439条）が明文上あげられている。連

帯債務になる場合は二つの場合が考えられている。それは、当事者の特約による

場合と法律規定による場合である68）。また、判例はこれ以外の場合に連帯債務の

発生を認めないものであるといわれている69）。

一方、不真正連帯債務とは、講学上の概念であり、伝統的通説によれば、①複

数債務者が同一給付に向けられた債務の全部給付義務を負い、そのうちの一人の

債務者が給付を為せば全ての債務者が債務を免れる点では通常の連帯債務と変わ

らないものの②複数債務者間において、「弁済」等の債務消滅事由を除き、債務

者の一人について生じた事由が、むしろ、他の債権者に効力を及ぼさないもので

あるものとされる。

そして、③そこでは各債務の独立性のゆえに連帯債務者間に負担部分を観念で

きないことを理由に、債務者の一人が弁済をしても負担部分に基づく求償の問題

が生じないとされている。もっとも、現在では③については、被害者の有する損
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害賠償権という債権を強化する目的から批判が強かったため、担保的結合関係に

立つような債務者間では求償権が当然に認められるようになっているとされる。

（ 2） 要件

判例通説上、不真正連帯債務を認めている例はいくつもある70）が、そのほと

んどが、当事者の合意とは無関係に、法律上、客観的共同目的での独立した全部

給付が複数債務者に課せられている局面である。要するに法定されている二つの

関連する債務を相互の連帯を弱めるために不真正連帯債務と解釈しているという

ことである。

不法行為関連の事例では、被害者の救済の観点や不法行為者の関連共同が客観

的関連共同で足りることが理由として挙げられている。また、学説上不真正連帯

債務にすべきという意見の根強い併存的債務引き受けの場面において学説も連帯

債務における絶対効を排除するということを主眼においていると考えられる。

そうすると結局、解釈により、その二つの債務を不真正連帯債務とするかどう

かは決せられるわけであるが、直接訴権が念頭に置かれている場合には、第三債

務者と中間債務者どちらが債権者に給付をしてもその債権は消滅すべきであると

考えられるし、双方の独立性を重視してその絶対効を排除するという解釈も成り

立ちうると考えられる。

しかしながら、先の法定の規定によってしか連帯債務の成立を認めない判例法

理からすれば、転貸借の場合などの債権が二つ存在することが予定されている場

面ならともかく、両債権の密接性を根拠に説明される場面においては、解釈とし

ては苦しいと言わざるを得ず、先の平野裕之教授による、明文規定がない場合に

は解釈の域を超えるという批判が妥当することとなると考えられる。

2  連帯債権71）

（ 1） 性質

連帯債権については規定がないが、連帯債務を認めることの反面として、解釈

として連帯債権という概念が認められていると考えられている。その例としてあ

げられるのは、先述の転借人と賃借人が613条に負う義務や、債権が二重譲渡さ

れた場合に確定日付のある証書が債務者に同時到達した場合に両債権者が債務者

に対して有する債権の関係である72）。

法律の規定によって発生する場合は存在しないと考えられ、解釈論としても実
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際上ほとんど存在しないと考えられている。

（ 2） 要件

そうすると、連帯債権の成立は、契約自由の原則に基づき、契約による発生の

みが認められていると考えられる。そして、一人の債権者が単独で全額の請求を

することが可能になり、他の債権者にとり危険であるため、安易に連帯債権を認

定すべきではないという批判もある73）。そうだとすれば、解釈によって、連帯債

権を導くことは、困難であるとも思える。

もっとも、直接訴権が念頭に置いている場面においては、債権者の第三債務者

に対する請求権のほうが優先する関係にあるため、他の債権者に対して危険であ

るという理屈は成り立たないとも思える。そうすると、連帯債権関係を認めても

いいのではないか。

Ⅴ　まとめ

以上より、私見においては直接訴権で問題になる場面については不当利得返還

請求権に基づく債権移転請求によって問題を解決できる場面があると考える。ま

た、転借人の義務や復代理人の負う義務などのように法定された直接訴権の場合

は、法律の定めによりあえて債権を残存させたものと考える。

もっとも、債権の移転を認めるということと、代位制度との関係は不明である

し、また、「損失」が本当に移転を請求する債権の価値分存在するのかというこ

とに関しても検討が不十分である。

さらに「損失」に関して、何を「損失」と捉えるのかという問題、特に侵害利

得の場面に関しては、どうして、自ら使用していない物に対しても物権的請求と

パラレルに考えて、その使用利益を「損失」と捉えることができるのかは「公平」

という観点からは謎としか言いようがない74）。

また、本稿で検討した不当利得は学説において有力に主張される類型論とは、

趣を異にするものであり、類型論との関係でどのような位置づけになるのかにつ

いても、思索するべきではないか。

1） 加賀山茂「民法613条の直接訴権《action directe》について（一）」阪大法学102

号（昭和52年）87頁。
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2） 2016年のフランス債権法の大改正により法定されていない直接訴権が否定され
ることがフランス民法においては明確となった。

3） 最判昭和49年 9月26日民集28巻 6号1243頁。
4） 原恵美「不当に利得代替物を処分した場合の返還義務」『民法判例百選Ⅱ債権
［第 7版］』75事件（2015年）152‒153頁。

5） もっとも、直接訴権がいかなる意味で用いられているかは曖昧としており、現
状存在する制度の類型として、直接訴権という枠づけをするという意味なのか、
それとも、一般的に直接訴権という新たな権利発生原因を一般的に基礎づけると
いう意味なのかは、はっきりとしない。本稿では、一般的な規定として、直接訴
権という考えが認められるか否かを論じる。

6） 平野裕之「債権者代位権の優先的債権回収制度への転用（三）」法律論叢72巻 6

号（2000年）84頁以下。
7） 加賀山・前掲注 1）100頁。加賀山教授は、この 4つの性質を、直接訴権の発生
後も、中間債務者の第三債務者に対する債権が存在するという、存続性とともに、
右の債権が債権者に排他的に帰属するという、移転性を矛盾なく説明しなければ
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と分割原則」『民法研究Ⅰ』（第一法規、1983年）。

72） 平井宜雄『債権総論［第 2版］』（弘文堂、1994年）351頁。
73） 平野裕之『債権総論』（信山社、2005年）410頁。
74） 類型論を唱える論者は利用可能性さえあればいいとして、「利得」があれば「損
失」もあると考えるがそれは妥当か。田山輝明『口述　契約・事務管理・不当利
得』（成文堂、1989年）494頁参照。


