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第２章　日本における民法改正の経緯と議論（その１）

第１節　改正法466条２-３項の趣旨と改正過程

第１款　問題意識
　譲渡制限特約の効力について、改正法では２つの効力構成が採用され
ている。すなわち、第１は、債務者は、譲渡制限特約につき悪意又は重
過失の譲受人に対しては、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という構成である（①「譲渡有効＋債権譲渡人へ
の弁済有効」構成＝改正法466条２-３項）。第２は、譲渡制限特約は、悪
意又は重過失の譲受人に対抗することができるという構成（②「譲渡無
効」構成＝改正法466条の５）である。
　上記のような２つの構成は、譲渡によって債権の帰属に変動が生じる
かという点で違いを見せている。①構成では、債権者はあくまで譲受人
である。これに対して、②構成では、譲渡制限特約に違反する債権譲渡
が無効であるため、債権者が譲渡人である。確かにそうであるが、今問
われているのは、債務者をどのように保護するかである。両者は、債務
者の保護を目指しているのであるから、債務者の保護という観点から、
どのような違いがあるかを議論すべきで、債権者が誰であるかという観
念的な議論をすべきではない。また、譲渡制限特約の主張権者が誰かと
いう点では、両者は違いを見せている。①構成では、譲渡制限特約の主
張権者を債務者に限定している。これに対して、②構成では、譲渡制限
特約を主張できるのは、債務者だけでなく、第三者も主張できる。確か
に、そのように考えるなら、①構成と②構成とでは違いが出てくる。ま
た、②構成では、譲渡制限特約を対抗できるのが誰であるかは明示され
ていない。しかし、そもそも譲渡制限特約は、債務者を保護するための

第５章　債権譲渡制限特約に関する諸外国のルール
第６章　債権譲渡制限特約効力論の再構成
終　章
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手段であり、すると、譲渡制限特約を主張できるのは債務者に限定して
よいはずである（ドイツの相対的無効説の根本的な発想）。そうして、
②構成において、「対抗することができる」のが債務者だけであるとす
ると、結局、②構成は、①構成とは同じではないのか。
　改正法466条２-３項と466条の５の役割分担はどのように捉えるべき
か。債権の種類ごとに譲渡制限特約によって保護されるべき利益とは何
か。民法改正の過程において、どのような事案を想定して、それに対し
てどのような解決を与えようとしていたのか。第１節では、まず改正法
466条２-３項の改正過程から、同条項の立法趣旨を検討する（改正法466
条の５の趣旨と改正過程は、第３章で取り上げることにする）。

第２款　民法（債権関係）部会審議前の改正提案
第１項　民法改正国民・法曹・学界有志案
　改正前法466条２項については、学説の多くは、譲渡制限特約の第三
者効を基本的に肯定していたが、一部の学説は、譲渡制限特約の第三者
効の合理性について否定的であり、立法論として改正前法466条２項全
体を削除すべきであると提案した。民法改正研究会において譲渡制限特
約に関する改正前法の規律が検討の俎上にのぼった。民法改正研究会に
よる民法改正国民・法曹・学界有志案では、譲渡制限特約に関する規定
が設けられず、譲渡制限特約を第三者に対抗できないという方向で見直
すことを提案している1。もっとも、この提案については、譲渡制限特約
の合意をした段階で譲受人がそれに関与した場合には、債務者は譲渡制
限特約をもって当該譲受人に対抗し得るとの説明がされた2。
　譲渡制限特約の第三者効を認めないとする本提案については、①相殺
の期待を確保する、②譲渡に伴う事務の煩雑化を回避する、③過誤払い
の危険を回避するなど、譲渡制限特約の実務上の必要性を肯定できる場
面が認められるなどの理由から反対する意見があり得る3。つまり、譲渡

1 民法改正研究会編『民法改正�国民・法曹・学界有志案』（日本評論社、2009年）
167頁、池田真朗『債権譲渡と電子化・国際化』（弘文堂、2010年）412-413頁参照。
2 部会資料37・５頁、池田（真）・前掲注１）413頁参照。
3 大阪弁護士会『民法（債権法）改正の論点と実務（上）』（商事法務、2011年）374頁。
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制限特約の第三者効を認めないとする本提案は、現在の実務との乖離が
甚だしいという問題がある4。譲渡制限特約がなぜ結ばれたかというと、
債務者は将来債権者に対して反対債権を取得するかもしれないからであ
る。このような提案を採用する場合に、これまで譲渡制限特約によって
保護されてきた債務者の相殺利益が保護されるように手当しておく必要
があると考えられる5。
　ところが、民法改正国民・法曹・学界有志案は、債権譲渡と相殺につ
いては、相殺の抗弁を主張できる要件を制限的に考える立場に立ってい
る6。すなわち、譲渡の通知を受けた債務者は、その後に譲渡人に対して
取得した債権を自働債権として相殺することができない。また、譲渡の
通知を受けた債務者は、通知前から有している債権を自働債権として相
殺したときであっても、次の場合にあたるときは、その相殺をもって譲
受人に対抗することができない。すなわち、①通知時に、譲渡された受
働債権の弁済期が到来していないとき、②自働債権の弁済期が譲渡され
た受働債権の弁済期よりも後に到来するときである。債権譲渡における
相殺の抗弁の主張範囲という論点は、譲渡制限特約と関連付けて議論さ
れていないように見える。そもそも、この論点は本来は譲渡制限特約の
論点とリンクするものではないとの説明がある7。民法改正国民・法曹・
学界有志案はこのような考え方の影響で作られたものであるとみること
ができる。
　なお、現代社会において、債権は重要な財貨であるので、債権の流動
化に資する立場から譲渡制限特約の第三者効を制限ないし否定すべき場
合がないわけでないが、一般論として譲渡制限特約の第三者効を否定す

4 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・26頁〔加藤委員発言〕。
5 部会資料37・52頁。
6 民法改正国民・法曹・学界有志案は、「法定相殺と差押え」に関する規定が「債
権譲渡と相殺の抗弁」に準用することを明文化する（413条３項）。民法改正研
究会・前掲注１）178頁参照。差押えと相殺については、深谷格「差押えと相殺
に関する民法改正について」安永正昭ほか監修『債権法改正と民法学Ⅱ　債権
総論・契約（１）』（商事法務、2018年）305頁以下参照。
7 池田真朗「民法改正案債権譲渡部分遂条解説──検討と問題点」慶応法学36
号（2016年）75頁。
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ることは明らかに行き過ぎであるように思われる。仮に譲渡制限特約の
第三者効を認めないとする提案を採用しても、債権譲渡における相殺の
抗弁の主張範囲を広く認める必要がある。いずれにせよ、譲渡制限特約
の第三者効を原則として否定しつつ、相殺の範囲を制限する提案は、譲
渡当事者保護の色彩が強く、債務者保護の方策は十分ではないと思われ
る。

第２項　民法（債権法）改正検討委員会案
１　提案の概要

　【3.1.4.03】債権譲渡禁止特約の効力8

　〈1〉債権者および債務者が特約により債権の譲渡を許さない旨を
定めていた場合であっても、当該特約に反してなされた譲渡の効力
は妨げられない。ただし、債務者は、この特約をもって譲受人に対
抗することができる。

　譲渡制限特約付債権の譲渡について、民法（債権法）改正検討委員会
案は、〈1〉において、改正前法における判例・通説9と異なり、特約に違
反する債権譲渡であったとしても、譲渡の効力は妨げられないことを明
らかにするとともに、債務者が、原則としてこの特約をもって譲受人に
対抗することができることを明らかにする10。これによって、特約付債

8 民法（債権法）改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅲ──契約お
よび債権一般（２）』（商事法務、2009年）280頁以下。【3.1.4.03】は、〈1〉のただ
し書において「債務者は、この特約をもって譲受人に対抗することができる」
とするのに対して、第３準備会報告資料におけるⅢ－５－１の（２）は、「当該
譲渡を当該債権の債務者に対抗することができない」とする。民法（債権法）
改正検討委員会・第６回全体会議・第３準備会報告資料（債権譲渡）・１頁以
下参照。この文言の変わりによって、基本方針のもとでは、悪意又は重過失の
譲受人が債務者に対して請求し得ることが見ることができる。債務者に請求し
て拒絶されたのは別問題である。
9 改正前法下における判例と通説は、潮見佳男『新債権総論Ⅱ』（信山社、2017年）
390-395頁参照。
10 この提案は、譲渡の効力について、譲渡当事者・第三者関係と対債務者関
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権が譲渡された場合に、債務者以外の全ての第三者との関係では、有効
であり、債務者がそのような譲渡が存在しないものとして扱うことがで
きる。これは、改正前法における債権的効力説のもとで、債務者は、特
約の存在を知れる第三者に対しては、悪意の抗弁により、その譲渡無効
を主張することができるとする場合の帰結に似ている11。
　また、この提案のもとでは、債務者が、悪意又は重過失の譲受人に対
する譲渡は存在しないものと扱った場合に、本提案と物権的効力説とで、
どこがどのように違うのか。その１は、物権的効力説のもとで、債務者
が譲渡無効を主張する必要がなく、債権譲渡が自動的に無効になるとす
るのに対して、本提案のもとでは、債務者が譲渡無効を主張しないとき
は、債権譲渡がずっと有効であるとする、ということである。その２は、
本提案は、特約の主張権者を債務者に限定するのに対して、物権的効力
説のもとでは、債務者以外の第三者も、特約を主張することができると
の考え方があり得る、ということである。この意味において、本提案は、
譲渡制限特約が債務者保護のためにあるという発想を特約の効力制限論
に反映させるものであるとみることができる12。確かに譲渡制限特約の
効力が大幅に縮減されたが、債務者の地位が不利益変更されたわけでは
ない。つまり、債務者が、悪意又は重過失の譲受人との関係でそのよう
な譲渡をなかったものとして、もともとの債権者に対して弁済（相殺）
すれば免責される。しかしながら、譲渡制限特約がもっぱら債務者の利
益保護のためのものであるとすると、特約違反の譲渡がなされた場合に、
債務者の保護に必要な範囲で特約の効力を認めれば足りるはずであり、
それより進んで債権譲渡を無効にまですべき理由があるのかは疑問であ
る13。債務者との関係においては譲渡の効力を否定しないと、その保護

係とを区別する。民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）280-281頁参照。
11 民法（債権法）改正検討委員会案は、債権的効力説については、単に悪意の
抗弁権と述べるだけが、債権的効力説を「所謂悪意の抗弁により、その譲渡行
為の無効を主張し得る」ものとして把握するものがある。民法（債権法）改正
検討委員会・前掲注８）285頁、近藤英吉＝柚木馨『注釈日本民法（債権総則）（中
巻）』（厳松堂書店、1934年）346頁参照。
12 石田剛『債権譲渡禁止特約の研究』（商事法務、2013年）235-236頁参照。
13 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「債権譲渡禁止特約及び将来債権
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が図れない場合は、どのような場合であるかについて、さらに検討をす
る必要がある。
２　提案の具体的な帰結の検討
　本提案において、譲渡制限特約付債権が譲渡された場合に、どのよう
な帰結がもたらされるかについて、以下の適用事例を利用して検討する。
（１）適用事例〔1〕14

　AB 間で譲渡禁止特約の付された金銭債権が、債権者 A から C
に譲渡され、第三者対抗要件が具備された（譲受人 C は特約につい
て悪意であるものとする。なお、本提案では、金銭債権譲渡の第三
者対抗要件を債権譲渡登記とする考え方を提示しているから、以下
の適用事例においても、対抗要件の具備方法は債権譲渡登記による
ことを前提とする）場合
　① B は A に対して弁済することができる。
　② A は B に対して請求することができる（C が B に対して請求
することができない）。
　③ C は B から債権を回収した後は、C は A に対して不当利得返
還請求をすることができる。

　本提案のもとでは、特約に違反する債権譲渡が有効である以上、A
の B に対する債権が確定的に C に移転し、もはや A に帰属しないはず
である。②は、本提案の当然の帰結ではない。しかし、②を認めないと
すると、事例〔1〕において C が B に請求しても拒絶され、他方、B が
A に対して弁済しないときは、事態が膠着してしまう。B にとっては、
特約の効力を主張して AC 間の譲渡の効力が否定される以上、B との関
係では債権者は A であり、A が B に対して請求することができるよう
に思われる15。しかし、②により、A は B に対して請求しうるが、A が
B から債権を回収した後は、C は A に対して不当利得返還請求するこ

譲渡についての条文提案」（2012年５月７日）２頁参照。
14 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）284頁。
15 沖野眞巳「三上報告・高山報告・後藤報告へのコメント」山本和彦＝事業再
生研究機構編『事業再生と金融実務からの債権法改正』（商事法務、2013年）123頁。
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とができるため、あえて B に対して権利を行使して請求するインセン
ティブが働かなくなるおそれがある16。この場合には、C が A に対し B
に請求することを促すことが考えられる17。なお、事例〔1〕において、C
による請求自体がはっきり否定されている。しかし、本提案のもとでは、
A の B に対する債権が C に移転する以上、C は B に対して債権者であ
ることを主張しうるはずである。C が B に請求して拒絶されたのは別
問題である。
（２）適用事例〔2〕18

　A の B に対する債権について、C 以外の者に譲渡してはならな
い、という特約が付されていた場合
　① C への譲渡は、債務者権利行使要件を具備することによって
当然に B に対抗できる。
　② E への譲渡があったとしても、B は、AE 間の譲渡をなかった
ものとして、それまでの債権者を自らに対する債権者と扱うことが
許される。

　譲渡制限付債権が譲渡された場面での利益状況は、適用事例〔1〕と同
じであり、重ねて説明することを省略する。
（３）適用事例〔3〕19

　適用事例〔1〕の例で、特約について悪意の C が第三者対抗要件
および債務者に対する権利行使要件を具備した後に、同一の債権が
A から D にも譲渡された（D も第三者対抗要件および債務者に対
する権利行使要件を具備）場合
　D も債権譲渡禁止特約の存在について悪意であるとすると、① B
は、A を債権者として扱えばよい。② B が A に弁済した場合、譲

16 債権譲渡契約の解釈によって、譲渡人に取立義務を課するとの意見がある。
すなわち、譲渡人が債務者から債権を回収しなければ、取立義務違反に基づく
債務不履行責任を負うことになる。部会資料37・24頁参照。
17 沖野・前掲注15）124頁。
18 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）284頁。
19 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）285頁。
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受人 C は、A に対して不当利得返還請求権をすることができる。
　他方、D が譲渡禁止特約について善意の場合には、③ B との関
係においても D が債権者である。この場合、④ B は、A に弁済し
たとしても、（弁済保護規定によって保護される場合は別にして）B
の債務は消滅しないから、あらためて D からの請求があれば、応
じざるを得ない。

　善意の第二譲受人 D が登場しなければ、債務者 B は、悪意の第一譲
受人 C に対して特約の効力を主張して譲渡人 A を債権者として扱えば
よい。これに対して、善意の第二譲受人 D が登場すると、B との関係
では D が債権者であるということとなり、そのために B は D に対して
弁済しなければならない。仮に B が A に弁済しても、有効な弁済とは
ならないから、あらためて D からの請求があれば、応じざるを得ない。
ただし、C と D の関係では、先に第三者対抗要件を備えた C が D に優
先し、D が B から譲渡された債権を回収したときは、C は D に対して
不当利得返還請求をすることができる。結局、譲渡された債権が悪意の
第一譲受人 C に移転する。その結果、本来保護されない悪意の第一譲
受人が善意の第二の譲受人のおかげで保護されることとなる。
　検討委員会案の上記のような帰結に対しては、第一譲受人に劣後して
いて何ら固有の利益を有しない第二譲受人などが登場したことに伴い、
債務者が、当該登場前までは可能であった譲渡人への弁済や相殺を否定
されるべき実質的な理由は明らかではないとの批判があった20。この批
判は、債務者が、善意の第二譲受人の登場により、当該登場後に譲渡人
に対する反対債権をもって特約付債権と相殺しうるという利益を奪われ
るのは妥当ではないとするものである21。
　そして、D が譲渡制限特約について善意である場合には、検討委員会
案のもとでは、善意の第二譲受人 D だけは B に対して請求することが
できるが、B から譲渡された債権を回収しても、その後、C からの請求
を受けると C にそれを引き渡さなければならなくなるため、あえて B

20 赫高規「債権譲渡禁止特約と債権法改正」NBL987号（2012年10月）14頁。
21 赫・前掲注20）14頁。
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に請求するインセンティブがなくなり、そのために誰も B に請求しな
いことになりかねない状態が生ずる22。誰も債務者に請求しないという
点では、事例〔1〕と事例〔3〕には同様の事態がある。既に紹介したよう
に、事例〔1〕において、C が A に対し請求を促すことによって、この
ようなデットロック状態を解消することができる。これに対して、事例

〔3〕において、D が譲渡された債権を回収する義務がないから、C が D
に対し請求を促しても拒否される可能性があるが、デットロック状態を
回避するためには、特則を設けることが考えられる23。特則としては、「悪
意の第一譲受人が、債務者に対して善意の第二譲受人への履行を催告し
たにもかかわらず、債務者が相当の期間に履行しないときは、債務者は
特約を悪意の第一譲受人に対抗することができない」とすることが考え
られる。
（４）適用事例〔4〕24

　A の B に対する債権については、譲渡禁止特約が付されていた
が、C に譲渡され、C は第三者対抗要件を具備した。その後、A が、
倒産した場合
　倒産手続の開始決定がされた後は、C は、B との関係においても、
債権を譲り受けたことを主張することができる。

　譲渡制限特約に関しては、譲渡人に倒産手続が生じた場合には、債務
者がもはや特約の抗弁を持ち出すことができないとする【3.1.4.03】〈2〉

〈ウ〉（以下〈ウ〉という）の規律が重要であると思われる25。この場合に

22 沖野・前掲注15）124頁参照。
23 悪意の第一譲受人が手数料を払って善意の第二譲受人に頼んで譲渡された
債権を回収してもらうという考え方と、悪意の第一譲受人が債務者に承諾して
くれと頼むという考え方もあり得る。
24 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）286頁。
25 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・６頁〔小粥委員説明〕。
譲渡制限特約の付された基本契約書などを、債務者ではなくて譲渡人の管財人
が探し出してきて、その利用して譲渡の効力を否定するようなケースについて
は、〈ウ〉のところで対応される。民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体
会議議事録・６頁〔池田委員発言〕参照。
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おいて、譲渡制限特約の効力を制限したのは、①倒産手続中で複数の債
権者が債権を奪い合う局面において、債務者の意思（特約の主張）によっ
て、債権譲受人の地位を危うくすることは相当ではないこと、②債務者
は、もはや譲渡制限特約を対抗できないこと、③悪意又は重過失の譲受
人が債務者に債権者であることを主張できず、破産管財人には譲渡され
た債権を回収する誘因が乏しくなり、そのために誰も債務者に対して権
利を行使しないことになりかねないこと、と考えられる26。
　〈ウ〉の規律によれば、譲渡人の倒産手続の開始決定により、債務者
が特約をもって譲受人に対抗することができないこととなる。これに
よって、債務者が、特約に違反する債権譲渡が存在しなかったものとし
て扱うことができず、債務者にとっては、弁済先がもともとの債権者か
ら譲受人に変更することとなる。〈ウ〉の規律が発動されると、これま
で特約により保護されてきた債務者の相殺の利益が、どうなるのか。特
約の抗弁を否定するとすれば、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反対債権による相殺をもって譲受人に対抗すること
ができないということになる。譲受人が早期に債務者対抗要件を備えた
場合に、債務者の利益状況がさらに悪化する。
　しかし、これに対して、〈ウ〉の規律を設ける場合には、併せて「債務
者は、譲渡人の倒産手続の開始決定時までに、譲渡人（又は、譲渡人の
倒産手続の開始決定時までに債務者に対抗できる譲受人であった者）に
対して生じた事由をもって対抗できる」旨の規定を別途設けるべきであ
るとの意見がある27。この考え方を前提とすると、債務者が、対抗要件
具備時から倒産手続の開始決定時までの間に、譲渡人に対する反対債権
による相殺をもって譲受人に対抗することができるというのである。債
務者が特約をもって譲受人に対抗することができないとしても、一応の
バランスが取れるといえる。

26 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）285-286頁。民法（債権法）改正検
討委員会・第６回全体会議議事録・６頁〔小粥委員説明〕。民法（債権法）改正
検討委員会・第12回全体会議議事録・53頁。
27 徳田琢「債権譲渡禁止特約の効力について」月刊大阪弁護士会（2009年11月）
20頁。大阪弁護士会『意見書──民法（債権法）改正について』（2009年９月）154頁。
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　なお、銀行などから、大量処理が必要な預金債権については、〈ウ〉
の規律について、特例を設けるべきとの意見がある28。〈ウ〉の規律に対
する特則を設ける意義は、この規律が預金債権について適用されないこ
とにあり、銀行は、預金債権の譲渡をなかったものとして行動してよい。
つまり、銀行は、預金口座の名義人が債権者であることを前提に対応す
ればよいことになるため、特に預金債権の譲渡を管理する必要がない。
これに対して、〈ウ〉の規律を前提とすると、倒産手続の開始決定があっ
た場合には、本来債務者に対抗できない譲受人が債務者に対抗できる譲
受人に昇格することとなり、銀行にとっては、弁済先が変更することと
なる29。倒産手続の開始決定があったかどうかによって銀行の弁済先が
変わることになるため、銀行が預金債権の譲渡をなかったものとして行
動することができなくなり、そのために銀行は預金債権の譲渡を管理し、
倒産手続の開始決定の存否を調査する必要が生じる。このような事態を
回避するためには、〈ウ〉の適用を除外する特則を設ける必要がある。
法制審議会に入る前の段階で、譲渡制限特約の第三者効を債務者保護の
範囲で認め、一定の場合にさらにその効力を制限した上で、預金債権な
どについて制限規定の適用を除外すべきであるという問題意識はすでに
生まれた。
（５）適用事例〔5〕

　A の B に対する債権については譲渡禁止特約が付されていたが、
特約の存在について悪意の C に譲渡され、C が第三者対抗要件を
具備した。その後、A の債権者Ｅが当該債権を差し押さえた場合
　①事実上は、差押命令が B に送達されるなら、債権執行手続は
進行し、Ｅが当該債権を取り立てることになる。
　②Ｅは、B から弁済を受けたとしても、C が差押命令の送達より
も先に第三者対抗要件を具備していたなら、C に対して不当利得返
還債務を負う。
　③ C は、この債権執行手続において、当該債権が自らに帰属す

28 徳田・前掲注27）20頁。いかなる理由で、預金債権について特則を設けるの
かが不明である。
29 徳田・前掲注27）20頁。



論　　　説

北法72（1・97）97

ることを理由として第三者異議の訴え（民執38条）を提起すること
によって、手続の進行を阻止することができる。

　この場合において、検討委員会案のもとでは、C が譲渡制限特約につ
いて悪意であるので B に対して自らが債権者であることを主張できず、
また A も B に対して請求できず、結局、Ｅのみだ B に対して権利を行
使することができる30。B との関係では、Ｅが当該債権の取立権を有する
が、B から弁済を受けた場合には、C に対して不当利得返還債務を負う
こととなる。Ｅが当該債権を取り立てるインセンティブが働かなくなり、
誰も B に対して権利行使しないという事態が生ずるおそれがある。
　また、差押債権者との関係で、先に第三者対抗要件を備えた譲受人の
ほうが勝っているわけであるので、差押えに対して第三者異議をするこ
とができる31。しかし、第三者異議により差押えが解除されても、譲受
人が自分のほうで当該債権を取り立てることができない32。唯一債務者
に対して権利行使し得る者がいなくなるため、誰も B に対して権利行
使することができないという状態が生ずる。この状態を解消するために、
譲受人が第三者異議の訴えの認容判決を得た場合には、債務者に供託義
務を生じさせる方向で検討すべきであるとの考え方があった33。この考
え方に対しては、民法（債権法）改正検討委員会全体会議第６回会議に
おいて、これが債務者に負担を増やす方向になるのではないかとの指摘
があった34。小粥委員会は、この問題意識を受け止めて、次のように説
明した。すなわち、「差押があった場合、あるいは倒産手続が始まった
場合については、もはや譲渡制限特約を理由に、譲受人に払うことを拒
めないという整理もているわけですので、この場合については、B に若
干の負担をという方向での選択もあるのではないかということで、こう

30 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・32頁〔始関委員発言〕。
31 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・32頁〔小粥委員発言〕。
32 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・32頁〔始関委員発言〕。
33 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議・第３準備会報告資料（債
権譲渡）・６頁。
34 民法（債権法）改正検討委員会・第６回全体会議議事録・33頁〔始関委員発言〕。
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いう形で書かせていただきました」。これは、差押えがあった場合につ
いても、債務者は特約の抗弁を持ち出すことができないとする規定を設
けることを提案するものである。しかし、検討委員会案は、譲受人が譲
渡制限特約について悪意で譲り受けた以上、譲渡人ないし差押債権者を
通じて債権の満足を受けることになるのはやむを得ないとの判断をし
て、この場合において特約の効力を制限しないこととした35。これによ
れば、悪意の譲受人が差押債権者ないし譲渡人を通じて、債権の満足を
受けるほかないことになる36。このように処理すると、誰も債務者に対
して権利を行使しないという状態が生じる可能性がある。そして、差押
債権者が債権を行使しない場合に、譲受人が債権者代位権を利用するこ
とができる37かどうかは疑問である。というのは、差押債権者が債務者
から取立て初めて、譲受人に対して不当利得返還債務を負っており、取
立の前に、譲受人が差押債権者対して請求権を有しないからである。
３　小括
　検討委員会案は、従来の判例と通説と異なり、譲渡制限特約に違反す
る債権譲渡の効力は妨げられないということを出発点としつつも、債務
者はそのような譲渡をなかったものとして行動してよい（債務者からみ
れば、その譲渡は無効）とするものである。これによって、譲渡制限特
約付債権が譲渡されたとしても、譲渡当事者・第三者関係では、譲渡が
有効であるという点では、物権的効力説を貫徹した場合に導かれる帰結
とは違いが生ずるが、債務者がそのような譲渡は存在しないものと扱う
ことができるので、債務者の利益は引き続き保護されることになる。
　もっとも、債権譲渡における債務者の利益保護は重要であるが、譲渡
の効力まで否定する必要があるかについては疑問もある。譲渡の効力は
認めつつも、別の手段で債務者を保護する方法もあり得るからである。
債務者の利益とは具体的に何か。そのうち、譲渡の効力を否定すること
によってしか実現できないものは何かという分析が必要なはずである。
　ところで、債務者の利益との関係でいうなら、譲渡制限特約は相殺と

35 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）287-288頁。
36 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）287頁。
37 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）287頁。
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重要な関係を有している。すなわち、無制限説を前提とすると、債務者
は、債務者対抗要件具備までに譲渡人に対して有することとなった反対
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が、将来生じる
かもしれない債権との相殺の利益を確保したいのであれば、債権者と譲
渡制限特約を締結することになるからである。なお、悪意又は無重過失
の譲受人に特約を対抗することができないが、一応のバランスが採れる
と言える。

第３款　民法（債権関係）部会における議論の推移
　譲渡制限特約の効力については、そもそも改正前法制定時にも議論が
分かれていたほか、今日では、とりわけ金融の分野において債権譲渡が
重要な機能を果たしていることにかんがみ、特約の効力をできる限り制
限する方向で法改正をすべきであるとの指摘もされた38。これらの問題
意識を踏まえ、法制審議会民法（債権関係）部会において譲渡制限特約
及び関連制度の在り方も検討の俎上にのぼった。法制審議会民法（債権
関係）部会は、2009年11月24日から2015年２月10日までの間に、99回の
部会と18回の分科会を開催し、全体としての審議の流れは３つのステー
ジに分けることができる39。そこで、以下では部会各ステージにおける
譲渡制限特約及び関連制度に関する議論の推移を見ていくことにする。

第１項　第１ステージでの議論
　第１ステージで譲渡制限特約の効力に関する検討が行われたのは、第
７回会議（平成22年４月13日）、第22回会議（平成23年１月25日）、第25
回会議（平成23年３月８日）、第26回会議（平成23年４月12日）である。
１　部会第７回会議
（１）相対的効力案と絶対的効力案
　部会第７回会議において検討の対象となった「民法（債権関係）の改
正に関する検討事項（４）」では、譲渡制限特約の効力に関して、①そも

38 部会資料２・５頁。
39 鎌田薫「『民法（債権関係）の改正に関する要綱』の決定──民法（債権関係）
部会の審議を終えて」NBL1045号（2015年）５頁。
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そも立法時から譲渡制限特約の第三者効を認めることに反対論が有力に
主張されたこと、②今日では、譲渡制限特約が必ずしも合理的な必要性
がないのに利用されている場合もあること、③譲渡制限特約の存在が資
金調達目的で行われる債権譲渡取引の障害となっていることなどの問題
点があると指摘された40。これらの指摘を受けて、事務当局は、譲渡制
限特約の効力について、譲渡当事者間では譲渡を有効としつつ、譲渡制
限特約の存在について譲受人が「悪意」である場合には、債務者は、譲
受人に対して譲渡制限特約の効力を対抗することができるものとすると
いう考え方41、譲渡当事者間でも譲渡を無効とするという考え方42を提示
した。検討対象として提示されている点は、議論の道筋を最初から限定
するように思われる43。
　これまで日本の学説は、譲渡制限特約の効力について「物権的効力説
か債権的効力説か」という形で、議論を展開した。部会審議では、従来
の学説の表現を使わず、「譲渡当事者間では譲渡を有効としつつ、譲渡
禁止特約の存在について譲受人が悪意である場合には、債務者は、譲受
人に対して譲渡禁止特約の効力を対抗することができる」という考え方
を相対的効力案と呼び、「譲渡当事者間でも譲渡を無効とする」という
考え方を絶対的効力案という44。絶対的効力案を採るか、相対的効力案
を採るかによって、果たしてどの程度の結論の違いがあるのか。譲渡制
限特約の効力を悪意の第三者との関係では肯定しつつ、善意の第三者と
の関係では否定するという点では、相対的効力案も絶対的効力案も一致
している。というのは、両案とも、改正前法の基本的な枠組みを維持し
ているからである。問題は、悪意の譲受人に対して、譲渡制限特約の効

40 部会資料９-１・２頁、部会第７回会議議事録・３頁〔松尾関係官説明〕。
41 部会資料９-１・２頁。
42 部会資料９-２・４頁、部会第７回会議議事録・３頁〔松尾関係官説明〕。
43 池田真朗「債権譲渡・債務引受・契約上の地位の移転（譲渡）──法制審議
会部会の配布資料『検討事項』の概観を中心に」池田真朗ほか『民法（債権法）
改正の論理』（新青出版、2010年）４頁。
44 部会資料９-２・４頁。絶対的効力案は、譲渡制限特約が善意の第三者に対
抗することができないことを前提とする。
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力に基づいて如何なる制約を及ぼすべきかである45。絶対的効力案のも
とでは、譲渡制限特約に違反する譲渡の効力は譲渡当事者でも無効とい
う形で処理して債務者を保護すべきであるとする。しかし、そもそも譲
渡制限特約は債務者を保護するためのものであるとするなら、債務者保
護の必要な範囲で特約の効力を認めれば足りるはずである。譲渡当事者
間においても、譲渡の効力を否定することまでも許すべきだろうか。つ
まり、譲渡当事者間においては、譲渡の効力を否定しないと、債務者の
保護が図れないのかという疑問があり得る46。これに対して、相対的効
力案のもとでは、譲渡制限特約に違反する譲渡は譲渡当事者・第三者関
係において有効であるとした上で、債務者が特約を悪意の第三者に対抗
できるようにする。ただし、特約を対抗できることの意味が明らかでは
ない。
　両案の具体的な相違の一端を見ると、「相対的効力案によれば、（ⅰ）
譲渡禁止特約付き債権の譲受人が第三者対抗要件を具備した後に、譲渡
人の債権者が、当該債権を差し押さえた場合でも、譲受人は第三者異議
の訴えを提起することができる、（ⅱ）譲渡禁止特約付き債権が二重譲
渡されたときに、対抗関係で劣後する譲受人に弁済された場合、優先す
る譲受人は、劣後する譲受人に対して不当利得返還請求が可能である等
の点で、絶対的効力案と帰結が異なることになる」。つまり、相対的効
力案のもとでは、先に第三者対抗要件を備えた悪意の譲受人が、差押債
権者・善意の二重譲受人との関係においても最終的に譲渡された債権の
帰属主体となる。さらに進んで、第三者対抗要件レベルで劣後する差押
債権者・善意の二重譲受人は、譲渡された債権に対して何らの固有の利
益を有しないといえよう47。相対的効力案は、絶対的効力案と比べて、悪意
の譲受人の地位を差押債権者・善意の二重譲受人に対して優先させるとい
う意味では、実質的に譲受人の地位を強化するものであるといえる48。

45 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志・前掲注13）２頁参照。
46 部会第７回会議議事録・14頁〔沖野委員発言〕。
47 相対的効力案は、民法（債権法）改正検討委員会案の立場を踏襲したもので
ある。
48 石田・前掲注12）257頁参照。
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　上記の提案については、第７回会議において相対的効力案に対して批
判的な見解が示された。まず、先に第三者対抗要件を備えた悪意の譲受
人が、差押債権者・破産管財人との関係において優先するが、債務者に
請求できないという中途半端な立場を認めることであるので、果たして
合理的な資金調達ができるのかを疑問視する意見が示された49。また、
債権の二重譲渡の場合には、善意の第二譲受人が債権を回収しても、第
三者対抗要件レベルで優先する悪意の第一譲受人からの請求があれば、
応じざるを得ないため、結局、デットロック状態が生じるという指摘が
見られた50。さらに、二重譲渡がされた場合の処理などで法律関係が複
雑となり、混乱する恐れがあるとする意見もあった51。従来の考え方（物
権的効力説）がいいのかはともかく、悪意の譲受人は権利を取得できな
いので、法律関係は複雑にならない52。
（２）関連論点
　譲渡制限特約の効力について、絶対的効力案を採る場合だけでなく、
相対的効力案を採用しても、譲渡制限特約の存在が、資金調達目的で行
われる債権譲渡取引の障害となる問題は解消しないという批判があっ
た53。これを受けて、債権の流動性の確保が特に要請される一定の取引
類型の債権については、譲渡制限特約の効力を常に認めない考え方が示
された54。これは、債権流動化の対象となる債権についてだけ、改正前
法466条２項の適用を排除しようとするものである。立法例として、国
連国際債権譲渡条約が挙げられる55。債権の属性により規律を分けると

49 部会第７回会議議事録・６、12頁〔三上委員、岡（正）委員発言〕。相対的効
力案を採ったとしても、悪意の譲受人が債務者に請求しても拒絶される可能性
があるから、譲受人に中途半端な立場が認められるだけである。
50 部会第７回会議議事録・13頁〔中井委員発言〕。
51 中間的な論点整理の補足説明・105頁、部会第７回会議議事録・13頁〔中井
委員発言〕参照。
52 部会第７回会議議事録・13頁〔中井委員発言〕。
53 部会資料９-１・５頁。
54 部会資料９-１・５頁。
55 部会資料９-１・５頁。
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いう考え方は、有力な選択肢になると考えられる56。
　上記のような考え方について、部会審議では否定的な見解が示された。
すなわち、一定の債権について、資金調達の要請があることは理解し得
るが、民法一般の原則としてそれを認めるほどではない、というもので
ある57。この見解は、原則として悪意の譲受人には移転の効果が生ずる
ことに消極的であり、一定の債権について何か個別保護をつくるべきと
いう方向を示した58。しかし、問題は、如何なるものを「一定の取引類型
の債権」に取り込むのかである。部会第７回会議において、債権の具体
的な類型については、不十分な検討に止まる。
　なお、大阪弁護士会は、債権の流動化が特に要請される一定の取引類
型を定め、当該取引類型にかかる債権について特約の効力を否定するこ
とには、反対する。その理由として、①「債権の流動化の確保が特に要
請される一定の取引類型」においても、譲渡制限特約の実務上の必要性
が認められる、②「債権の流動性が特に要請される取引」を類型化する
こと自体、そもそも容易とはいえない、③「債権の流動性が特に要請さ
れる取引類型」の範囲を突き詰めれば、結局、「譲渡制限特約の効力を
認めない」という考え方に接近する、と説明する59。仮に譲渡制限特約の
第三者効を否定する考え方を採る場合には、これまで譲渡制限特約に
よって保護されてきた債務者の利益（特に相殺の利益）が保護されるよ
うに手当しておく必要がある。
　「関連論点」に関連して、譲渡制限特約の効力を原則として制限した
上で、大量迅速に弁済する必要がある預金債権のように、譲渡制限特約
の抗弁を認める必要性が高い一定の類型の債権のみに適用される例外を
認めて、引き続き譲渡制限特約に強い効力を認めることが望ましいとい
う意見もあった60。これは、譲渡制限特約の効力については原則として
相対的効力案を採り、例外的に預金債権などの債権に対して絶対的効力

56 部会第７回会議議事録・７頁〔三上委員発言〕。
57 部会第７回会議議事録・12頁〔岡（正）委員発言〕。
58 部会第７回会議議事録・12頁〔岡（正）委員発言〕。
59 大阪弁護士会・前掲注３）378頁。
60 中間的な論点整理の補足説明・107頁。
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案を採るという考え方である。債権の種類に応じて類型的に譲渡制限特
約の効力を規律することは、記憶されるべきである。仮に預金債権につ
いて相対的効力案を採ったとしても、債務者である銀行は特約の抗弁を
悪意の譲受人に主張することができるので、銀行の利益がそのまま保護
されるはずである。絶対的効力案を採らないと、銀行の如何なる利益が
図れないのかを検討することが必要となる。
２　部会第22回会議
　まず、事務当局による提案を確認しておく。部会第22回会議において
検討の対象とされた「中間的な論点整理のたたき台（２）」では、譲渡制
限特約の効力を悪意の譲受人に対抗できるという基本的な枠組みを維持
した上で、【相対的効力案】譲渡制限特約に違反した債権譲渡の効力に
ついては、譲渡制限特約が絶対的な効力を有し、債権譲渡の当事者間で
も無効とする考え方、【相対的効力案】債権譲渡の当事者間では債権譲
渡は有効とする考え方、の２つの案が提案された61。
　次に、部会での審議を検討しよう。既に紹介したように、部会第７回
会議において債権の種類ごとに譲渡制限特約の効力を規律すべきである
という考え方が表明された62。これに対しては、特別法で定めればよく
て、民法に規定する事柄ではないとの反対意見があったから、部会第22
回会議で検討の対象とされた部会資料では、論点として取り上げないと
いう形にされた63。それにもかかわらず、部会審議では、論点としてこ
のような考え方を取り上げてほしいという意見があった。具体的な提案
が示されていないが、譲渡制限特約は原則として有効とした上で、一定
の種類又は一定の性質の債権について例外を設けるという考え方、ある
いは逆に譲渡制限特約については原則としてその効力を無効とし、又は
制限した上で、債権の種類又は性質に応じて一定の例外を設けるという

61 部会資料22・１頁。
62 仮に譲渡制限特約の効力を否定したり、制限したりといった考え方を採る
場合であっても、預金債権などについては、一定の例外を認めてほしいとの意
見があった。部会第７回会議議事録・17頁〔三上委員発言〕、部会第22回会議
議事録・５頁〔岡本委員発言〕参照。
63 部会第22回会議議事録・５頁〔岡本委員発言〕。
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考え方があり得るとする64。例えば、大量迅速に弁済する必要があるよ
うな債権については、譲渡制限特約の効力に制限を設けないこととし、
また、債権を譲渡しなくても、譲渡したのと同じような効果を得るといっ
た債権については、譲渡制限特約の効力に制限を設けることとする考え
方である。
３　部会第25回会議
（１）事務当局による提案
　「中間的な論点整理のたたき台（１）（２）改訂版」では、譲渡制限特約
の効力について以下のような論点が示された65。

　【論点１】譲渡禁止特約の効力についてどのような考え方を採る
かにかかわらず、譲渡禁止特約の存在が、資金調達目的で行われる
債権譲渡取引の障害となり得るという問題を解消する観点から、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
につき、譲渡禁止特約を常に対抗できないこととすべきかどうかに
ついて、更に検討してはどうか。
　【論点２】預金債権のように譲渡禁止特約を対抗することを認め
る必要性が高い取引類型から生ずる債権に、引き続き譲渡禁止特約
に強い効力を認めるべきかどうかについて、検討してはどうか。�

　【論点１】は、部会資料９では、その要否について議論されていたも
のの、部会資料22には存在せず、第25回会議で事務当局から改めて示さ
れたものである。【論点２】は、第７会議及び第22会議で【論点１】との
関連で取り上げられたものである。
　部会審議では、上記の論点に対して疑問的な見解が示された。まず、
一定の取引類型に関する規定を民法で定めるのが妥当であるのかとの指
摘があった66。また、「一定の取引類型から生ずる債権」というのが、債
権発生原因となる契約を指しているのか、それとも債権譲渡契約のこと

64 部会第22回会議議事録・５頁〔岡本委員発言〕。
65 部会資料25・41頁。
66 部会第25回会議議事録・28頁〔中田委員発言〕。
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を指しているのかは明らかではない67。比較的には金銭債権について一
律に譲渡制限特約の第三者効を否定するという考え方があるが68、金銭
債権全般だったら、逆に「一定の取引類型から生ずる債権」という書き
方は狭過ぎるということになる69。
４　部会第26回会議
　「中間的な論点整理」では、譲渡制限特約の効力について、改正前法
の基本的な枠組みを維持した上で、【絶対的効力案】譲渡制限特約を対
抗できるときのその効力については、特約に違反する債権譲渡が無効に
なるという考え方、【相対的効力案】債権譲渡が有効であるが、債務者
は悪意の譲受人に対して特約の抗弁を主張できるとする考え方という２
つの案が提案された70。
　上記の考え方と関連して、「譲渡禁止特約の効力についてどのような
考え方を採るかにかかわらず、譲渡禁止特約の存在が、資金調達目的で
行われる債権譲渡取引の障害となり得るという問題を解消する観点か
ら、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どうかについて、特定の
取引類型のみに適用される例外を民法で規定する趣旨であるなら適切で
はないとの意見があることに留意しつつ、更に検討してはどうか」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
類型の債権に、引き続き譲渡禁止特約に強い効力を認めるべきかどうか
についても、特定の取引類型のみに適用される例外を民法で規定するこ
とについて上記の意見があることに留意しつつ、検討してはどうか」と
の論点も提示された71。

５　小括
　これまで、第１ステージで検討された様々な提案を見てきたが、以下

67 部会第25回会議議事録・28頁〔中田委員発言〕。
68 部会第25回会議議事録・28頁〔内田委員発言〕。
69 部会第25回会議議事録・28頁〔鎌田部会長発言〕。
70 中間的な論点整理・41-42頁。
71 中間的な論点整理・42頁。
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ではこれらの提案の整理を試みる。
　譲渡制限特約の効力については、改正前法466条２項を廃止、譲受人
に対する特約の抗弁の主張を一切認めないという考え方は、譲渡人・譲
受人の利益を偏重すべきであり、支持を集めることができなかった72。
したがって、第１ステージでは「絶対的効力・相対的効力」（＝「物権的
効力・債権的効力」）という枠組みで譲渡制限特約の効力を議論し始めた。
　上記のような考え方と関連して、一定の取引類型の債権については譲
渡制限特約の効力を常に認めないとの考え方も提案された。この考え方
を採る場合には、これまで譲渡制限特約によって保護されてきた債務者
の利益（相殺の利益など）について、さらに検討する必要がある。しか
しながら、第１ステージでは、無制限説より相殺の抗弁を広く認めるべ
きとする考え方が生まれなかった。他方、債務者の利益保護の必要性を
理由に、一定の取引類型の債権について特約の効力を常に認めない考え
方に反対する考え方も唱えられた73。以上の整理を踏まえて、第２款で
は第２ステージにおける改正の議論に移る。

72 中間的な論点整理・105頁、部会第７回会議議事録・16頁〔山野目幹事発言〕参照。
73 大阪弁護士会・前掲注３）374頁参照。

譲渡制限特約の効力

第７回
（22.4.13）

①絶対的効力案
②相対的効力案
③�一定の取引類型の債権について特約の効力を常に認めない

考え方
第22回

（23.1.25）
①絶対的効力案
②相対的効力案

第25回
（23.3.8）

①絶対的効力案
②相対的効力案
③�一定の取引類型の債権について特約の効力を常に認めない

考え方
④�預金債権のように特約の効力を対抗することを認める必要

性が高い取引類型から生ずる債権に引き続き特約に強い効
力を認めるという考え方

第26回
（23.4.12） 同上
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第２項　第２ステージでの議論
　第２ステージで譲渡制限特約の効力に関する検討が行われたのは、第
45回会議（平成24年４月17日）、第３分科会第３回会議（平成24年４月24
日）、第66回会議（平成25年１月15日）、第70回会議（平成25年２月19日）、
第71回会議（平成25年２月26日）である。
１　部会第45回会議
（１）譲渡制限特約の第三者への対抗の可否
　第１ステージでは譲渡制限特約の効力について相対的効力案と採用し
ても、改正前法の基本的な枠組みを維持する限り、特約の存在が債権譲
渡取引の障害となっているという問題は解消しないとの意見があっ
た74。このような意見を踏まえて、「民法（債権関係）の改正に関する論
点の検討（９）では、事務当局から次のような３つの案が提案された75。

　【甲案】民法第466条第２項に代えて、譲渡禁止特約は専ら譲渡人
と債務者との間で効力を有するにとどまり、第三者に対抗すること
ができない旨の規定を設けるものとする。
　【乙案】譲渡禁止特約は原則として悪意又は重過失（後記（２）ア
参照）の第三者に対抗することができるものとするが、一定の類型
の債権については、譲渡禁止特約を譲受人に対抗することができな
い旨の規定を設けるものとする。
　譲渡禁止特約を第三者に対抗することができない債権の類型とし
ては、例えば、金銭債権とするという考え方の当否を検討する。
　【丙案】譲渡禁止特約は、債権の種類にかかわらず、悪意又は重
過失の第三者に対して対抗することができる旨の規定を設けるもの
とする。

　【甲案】は、改正前法の基本的な枠組みを見直した上で、譲渡制限特
約は専ら譲渡人と債務者との間で効力を有するにとどまり、第三者に対
抗することができないとするものである。【甲案】を採用する場合には、
譲渡制限特約を対抗できないということにすると、金融実務上、いろい

74 部会資料37・３-４頁。
75 部会資料37・１頁。
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ろな問題が生ずるとの指摘があった76。また、【甲案】と【乙案】はやや相
対的な面があって、【甲案】を採用しても、そこから一定の債権を除外
すると、【乙案】変わらないと言える77。
　上記の【甲案】に対して、【乙案】は、原則として譲渡制限特約は原則
として悪意又は重過失の第三者に対抗することができるものとした上
で、一定の類型の債権については、譲渡制限特約を譲受人に対抗するこ
とができないとするものである。【乙案】を採用する場合には、特約を
第三者に対抗できない債権の具体的な類型が問題となる。これに関して
は、金銭債権一般について、特約の第三者効を認めないとすることが考
えられるとの意見があった78。しかし、この意見に対して、「金銭債権が
いろいろなものがありますので、線引きが難しい」との反対意見があり
得る。部会審議では、【乙案】の規定の仕方というよりは、さらに限定
した形で、例えば、中小企業などが資金調達を目的として金銭債権を銀
行に譲渡しようとする場合には、特約は第三者に対抗できないという考
え方が示された79。また、債権の発生原因となる取引の類型に着目した
区分をもって特約の効力ついての例外を規定すべきであるとの意見も
あった80。さらに、債権の譲渡の態様に着目してその例外を作るという
考え方も提示された。例えば、担保目的の債権譲渡について特約の第三
者効を否定すべきであるとするものである81。立法例として、アメリカ
統一商事法典が挙げられるが、同法は債権譲渡については担保目的とい

76 部会第45回会議議事録・２頁〔佐藤関係官発言〕。「預金債務ですとか、ある
いは劣後受益権やデリバティブ取引における保証金のようなものなどがあり、
金融スキームを組成する上で必要なデリバティブの保証金がほかに譲渡されて
しまいますと、いざというときに相殺ができないという、いろいろな支障が生
ずる」という。
77 部会第45回会議議事録・７頁〔内田委員発言〕。
78 部会資料37・４頁。しかし、これに対して、「金銭債権がいろいろなものが
ありますので、線引きが難しい」との反対意見があり得る。部会第45回会議議
事録・２頁〔佐藤関係官発言〕。
79 部会第45回会議議事録・３頁〔中井委員発言〕。
80 部会資料37・４頁。
81 部会第45回会議議事録・４頁〔中原関係官発言〕。
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う形で、限定していないとの指摘がある82。場合分けの基準は不明であ
り、今後残されている課題が多いが、譲渡制限特約の効果一般論ではな
く、債権の種類又は債権譲渡の目的に応じて類型的に特約の効力を規律
するという発想は示唆に富む。
　なお、【甲案】又は【乙案】を採用する場合には、これまで譲渡制限特
約によって保護されてきた債務者の利益の保護が問題となる。このよう
な問題意識に基づいて、これまで無制限説より相殺の抗弁を広く主張で
きるようにすべきであるとの意見がある。これを受けて、債権譲渡と相
殺については、相殺の範囲を拡張しようとする改正案が提案された（詳
しくは第５節で紹介する）。
（２）譲渡制限特約の主張権者
　譲渡制限特約の主張権者の範囲について、改正前法の解釈論は、必ず
しも明らかではない状況にある83。譲渡制限特約の効力の透明性を高め
るために、事務当局は、次のような３つの案を提示した84。

　【甲案】債務者だけが、譲渡禁止特約を主張することができる旨
の規定を設けるものとする。
　【乙案】債務者のほか、譲渡人以外の第三者も、譲渡禁止特約を
主張することができる旨の規定を設けるものとする。
　【丙案】規定を設けないものとする。�

　【甲案】は、譲渡制限特約がもっぱら債務者の利益を保護するための
ものであるという考え方を貫徹して、譲渡制限特約の主張権者を債務者
に限定することを提案する。このような提案のもとでは、譲渡人の一般
債権者の立場が弱過ぎるのではないかとの指摘があるかもしれない85。
例えば、譲渡制限特約付債権を差し押さえた譲渡人の債権者などの「譲

82 部会第45回会議議事録・６頁〔内田委員発言〕。
83 詳しくは、部会資料37・９-10頁参照。
84 部会資料37・８-９頁。
85 米倉明「債権譲渡禁止特約に関する再検討」（2006年）43-44頁参照。米倉教授
は、債務者及び債権者の利益のほか、債権者に対する一般債権者（あるいは、
譲渡された債権を差押えた者）の利益にも着目する。
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渡人の責任財産に当該債権が帰属する利益」86の保護が問題となる。こ
の問題に対しては、「第三者の利益の保護は、詐害行為取消権や否認権
などの他の制度によって図れるべきであり、譲渡禁止特約の役割ではな
い」との反論が成り立ち得る87。なお、【甲案】を採用すれば、最判平成
９年６月５日民集51巻５号2053頁の判例法理は維持されいと考えられる。
　上記の【甲案】に対して、【乙案】は、債務者と譲渡人以外の第三者も
譲渡制限特約の効力を主張できるという方向で規定を設けることを提案
する。債務者保護の観点から、【乙案】を眺めたとき、そこには次のよ
うな問題点がある。すなわち、第三者の利益が保護される結果、債務者
の利益保護が後退するおそれがある88。具体的には、「平成９年判決の事
案では、債務者が譲渡を承諾した上で譲受人に弁済したとしても、当該
弁済は有効とは扱われないので、債務者に誤弁済の危険が生じている」
という89。譲渡制限特約付債権が悪意の譲受人に譲渡され、第三者対抗
要件が具備された後に、譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえた場合
には、債務者は差押債権者に弁済すればいいので、譲受人に弁済する必
要がない（平成９年の判例法理）。しかし、これに対して譲受人が譲渡
制限特約につき善意であった場合には、善意の譲受人に弁済しなければ
ならない。債務者にとっては、譲受人の主観態様によって弁済先が完全
に入れ替わる。譲受人が譲渡制限特約につき悪意であろうと思って差押
債権者に弁済した場合に、実は譲受人が善意であるならば、二重払いを
しなければならない。
　【甲案】【乙案】いずれを妥当と考えるかは、譲渡制限特約によって保
護される利益の捉え方に左右される。【甲案】は、譲渡制限特約によっ
て保護される利益を債務者の利益に限定するのに対して、【乙案】は、
譲渡制限特約は債務者の利益だけでなく、債務者・譲渡人以外の者の利
益をも保護する。ただし、譲渡制限特約によって第三者の利益を積極的
に保護する正当化根拠が示されていない。

86 中田裕康『債権総論（第３版）』（岩波書店、2013年）538頁参照。
87 部会資料37・10頁。
88 部会資料37・10頁。
89 部会資料37・10頁。
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（３）譲渡制限特約に違反する譲渡の効力
　譲渡制限特約の第三者効を認める場合における特約に違反する譲渡の
効力について、事務当局から次のような３つの案が提案された90。【甲案】
譲渡制限特約の効力を悪意又は重過失の譲受人に対抗できる場合にも、
譲渡制限特約に違反する債権譲渡は有効である旨の規定を設けるものと
する。【乙案】譲渡制限特約を悪意又は重過失の譲受人に対して対抗す
ることができる場合には、譲渡制限特約に違反する債権譲渡は無効であ
る旨の規定を設けるものとする。【丙案】規定を設けないものとする。
　【甲案】と【乙案】との間に相異が生ずるのは、譲渡制限特約の存在に
ついて悪意（重過失）の譲受人が現れた後、第二譲受人、差押債権者、
破産管財人が登場したケースである91。以下では、事務当局による提案
の具体的な帰結を検討することにする。

（１）設例１
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A が D（譲渡禁止特約の
存在について善意無過失）に対して甲債権を譲渡し、D が第三者対
抗要件を具備した場合
　（第１案）
　① B は、C に対する甲債権の譲渡を承諾した上で、C に弁済す
れば免責される。
　② D が弁済を受けた場合には、C は D に対して不当利得返還請
求をすることができる。
　（第２案）
　① B が C への甲債権の譲渡を承諾しても、D が債務者対抗要件
を具備していた場合には、民法第116条ただし書の法意に照らし、
C は D に対して、C への債権譲渡の効力を主張することができず

（平成９年判決参照）、B は C に対して弁済しても免責されない。
　② D が弁済を受けた場合には、C は D に対して不当利得返還請

90 部会資料37・13-14頁。
91 部会資料37・15頁以下。
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求をすることができない。
（２）設例２
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A が D（譲渡禁止特約の
存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し、D が第三者対抗要件
を具備した場合
　（第１案）
　① B は、C 又は D のいずれかに対する甲債権の譲渡を承諾した
上で、承諾した譲渡の譲受人に弁済すれば免責される。
　② D が弁済を受けた場合には、C は D に対して不当利得返還請
求をすることができる。
　（第２案）
　① B は、C 又は D のいずれかに対する甲債権の譲渡を承諾した
上で、承諾した譲渡の譲受人に弁済すれば免責される。
　② D が弁済を受けた場合であっても、C は D に対して不当利得
返還請求をすることができない。
（３）設例３
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A の一般債権者である D
が甲債権を差し押さえた場合
　（第１案）
　① B は、C に対する甲債権の譲渡を承諾した上で、C に弁済す
れば免責される。
　② C は、D に対して第三者異議の訴えを提起し、強制執行の不
許を求めることができる。
　（第２案）
　① D の申立てによる差押命令の送達後に、B が C に対する甲債
権の譲渡を承諾しても、民法第116条ただし書の法意に照らし、C
は D に対して債権譲渡の効力を主張することができず（平成９年判
決参照）、B は C に対して弁済しても免責されない。
　② C は、D に対して第三者異議の訴えを提起し、強制執行の不
許を求めることができない。
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（４）設例４
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A について破産手続開始
の決定がされた場合
　（第１案）
　① B は、C に対する甲債権の譲渡を承諾した上で、C に弁済す
れば免責される。
　② B が C に対して弁済した場合、A の破産管財人 D は、C に対
して不当利得返還請求をすることはできない。他方、B が D に対
して弁済した場合には、C は財団債権となる不当利得返還請求権を
取得する（破産法第148条第１項第５号）。
　（第２案）
　① B が C への甲債権の譲渡を承諾して、C に対して弁済しても
免責されない。
　② B が C に対して弁済した場合に、A の破産管財人 D は、C に
対して不当利得返還請求をすることができる。他方、債権の譲渡代
金が支払われている場合には、C は A の破産管財人 D に対して、
不当利得返還請求権を取得することがあるが、これは破産債権にな
る（破産法第２条第５号）。

　上記各設例の①では、B が C に対する債権譲渡を承諾し、C に対し
て弁済した場合に B が免責されるかという点について検討されており、
A に対する弁済については特に触れていない92。譲渡制限特約の存在に
ついて悪意（重過失）の譲受人が特約付債権を譲り受けて、対抗要件を
具備した後に、善意の第二譲受人、差押債権者などが登場した場合には、
債務者が譲渡人に弁済することができるかは問題となる93。部会第45回
会議で、設例１、設例３では B が A に弁済することができないことを

92 部会第45回会議議事録・21頁〔松尾関係官発言〕。
93 部会第45回会議議事録・21-23頁〔中井委員発言〕。大阪弁護士会の議論の中で、
そういう問題提起が出てきた。
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前提するとの説明があった94。すなわち、善意の第二譲受人、差押債権
者などの登場により、債務者が譲渡人に弁済することができないことと
なる。この点では、第１案も第２案も一致している。ただ、両者は以下
の点で違いを見せている。
　まず、第１案は、債務者が弁済の相手方を自由に選択することができ
るのに対して、第２案は、債務者が競合する債権者や差押債権者の相互
間で最終的に優先する者に対して弁済しなければならないとするもので
あるため、債務者にとっては第２案のほうが過誤弁済の危険を負う95。
すなわち、第１案のもとでは、債務者が善意の第二譲受人、差押債権者
の存在を無視して悪意の第一譲受人に弁済することができるが、第２案
のもとでは、債務者が善意の第二譲受人、差押債権者の存在を確認する
必要がある。これらの確認に手落ちがあれば、過誤弁済の危険が生ずる。
また、第１案によると、債務者による有効な弁済の後に、競合する債権
者や差押債権者の相互間で、不当利得返還請求などによる清算処理が必
要となるが、第２案によれば、債務者の譲受人間などの中で最終的に優
先する者に対して債務者が弁済しなければならないので、清算処理が不
要となる96。さらに、設例２においては、第１案によると、債務者によ
る弁済の相手方の選択結果にかかわらず、譲受人間では、先に対抗要件
を具備した譲受人が優先することになるが、第２案によると、債務者に
よる弁済の相手方の選択結果が、譲受人間の優劣を決することになる97。
第２案のもとでは、B は、CD の優劣を決定する権限を有するが、そこ
までの保護を B に与える必要があるかは問題であろう。
　これらの考え方の違いの背景には、譲渡制限特約の目的の捉え方の違
いがあると思われる。すなわち、第１案は、譲渡制限特約は、専ら債務
者の利益を保護するものであり、第三者の利益を保護するものではない
という理解を前提とするものであるのに対して、第２案は、譲渡制限特
約は、債務者の利益のみならず、債務者以外の者の利益をも保護するも

94 部会第45回会議議事録・21-23頁〔松尾関係官発言〕。
95 部会資料37・17頁。
96 部会資料37・17頁。
97 部会資料37・17頁。
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のであり、その結果として、債務者の利益保護が後退することがあって
もやむを得ないという理解を前提とするものであると言える98。
２　第３分科会第３回会議
　相対的効力案を採用する場合における法律関係について、第45回会議
において審議が行われた。審議の中で、特に問題となるのは、債務者の
譲渡人に対する弁済の可否と、債務者に対する請求権者が誰であるのか
といった点である99。事務当局は、これらの点を中心に相対的効力案を
前提に次のような２つの案を提案した100。すなわち、【A 案】とは、債務
者は悪意の譲受人に対する譲渡は存在しないものと扱うことができると
いう理解を前提とするものである。これに対して、【B 案】とは、譲渡
制限特約は弁済の相手方を固定する効力があるだけで、債権の帰属の変
更を妨げることはできないという理解を前提とするものである。【A 案】
と【B 案】の具体的な帰結を明らかにするために、以下の設例１から設
例３までについて検討する101。

（１）設例１
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A が D（譲渡禁止特約の
存在について善意無過失）に対して甲債権を譲渡し、D が第三者対
抗要件を具備した場合
　【A 案】
　① B は A に対して弁済することができない。
　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して弁済することができる。
　④ A は B に対して請求することができない（D が B に対して請
求することができる）。
　【B 案】
　① B は A に対して弁済することができる。

98 部会資料37・17頁。
99 部会第３分科会第３回会議議事録・42頁〔松尾関係官発言〕。
100 部会第３分科会第３回会議議事録・42-43頁〔松尾関係官発言〕。
101 部会資料37にある設例。
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　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して弁済することができない。
　④ A は B に対して請求することができない。
（２）設例２
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A が D（譲渡禁止特約の
存在について悪意）に対して甲債権を譲渡し、D が第三者対抗要件
を具備した場合
　【A 案】
　① B は A に対して弁済することができる。
　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　④ A は B に対して請求することができる。
　【B 案】
　① B は A に対して弁済することができる。
　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して弁済することができない。
　④ A は B に対して請求することができない。
（３）設例３
　A が C（譲渡禁止特約の存在について悪意）に対して甲債権を譲
渡し、C が第三者対抗要件を具備した後、A の一般債権者である D
が甲債権を差し押さえた場合
　【A 案】
　① B は A に対して弁済することができない。
　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して弁済することができる。
　④ A は B に対して請求することができない（D が B に対して請
求することができる）。
　【B 案】
　① B は A に対して弁済することができる。
　② B は C に対して、譲渡を承諾した上で、弁済することができる。
　③ B は D に対して弁済することができない。
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　④ A は B に対して請求することができない。�

　相対的効力案は、譲渡制限特約は、専ら債務者の利益を保護するもの
であり、第三者の利益を保護するものではないという理解を前提とする
ものである。その限りでは、【A 案】も【B 案】も一致している。例えば、
設例１又は設例３において、債務者は悪意の第一譲受人に対して、債権
の譲渡を承諾した上で、弁済することができる。その限りでは、債務者
は、第二譲渡又は差押えの効果を覆滅させることできる権限を持ってい
るわけである102。他方、悪意の第一譲受人は、善意の第二譲受人又は差
押債権者に対して自らへの債権譲渡の効力を主張することができる。そ
の結果として、譲渡制限特約によって保護されたのは債務者だけである。
　ただ、【A 案】と【B 案】の違いは以下の点にある。まず、【A 案】に
よると、債務者は悪意の第一譲受人に対する債権譲渡を承諾した上で弁
済することができ、そのような譲渡を承諾しないときは、善意の第二譲
受人又は差押債権者に対して弁済することができ、債務者にとっては、
弁済先は悪意の第一譲受人、善意の第一譲受人又は差押債権者のいずれ
かである。これに対して、【B 案】によると、債務者は悪意の第一譲受
人に対する債権譲渡を承諾した上で弁済することができ、そのような譲
渡を承諾しないときは、譲渡人に対して弁済することができ、債務者に
とっては、弁済先は悪意の第一譲受人と譲渡人のいずれかである。また、

【A 案】によると、債務者は対抗要件関係で劣後する善意の第二譲受人
などに対して弁済した後に、不当利得返還請求などによる清算処理が必
要となるが、【B 案】によると、債務者は対抗要件関係で優先する悪意
の第一譲受人又は譲渡人に弁済しなければならないので、清算処理が不
要となる。【A 案】を採用する場合には、債務者による有効な弁済の後、
競合する債権者や差押債権者の相互間で不当利得返還請求権が発生する
から、法律関係が複雑になる103。さらに、【A 案】を採用する場合には、

102 部会第３分科会第３回会議議事録・47頁〔中井委員発言〕。
103 部会資料37・17頁参照。日本法において債権譲渡の第三者対抗要件と債務
者対抗要件とが分離することが認められていることを理由に、【A 案】に賛意
を示した論文が見られる。石田・前掲注12）266頁。
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設例１又は設例３において、債務者に対して請求することができるのは、
善意の第二譲受人又は差押債権者だけであるが、【B 案】を採用する場
合には、誰も債務者に請求することができないことになりかねない状態
が生ずる。【A 案】のもとでは、善意の第二譲受人などは譲渡された債
権を回収しても、対抗要件関係で優先する悪意の第一譲受人に引き渡さ
なければならなくなるため、あえて債務者に対して請求するインセン
ティブがなくなり、そのために誰も債務者に請求しないという状態が生
ずる104。誰も債務者に請求しないという点では、【A 案】と【B 案】は共
通している。このような問題に対応するには、何らかの手当てしておく
必要がある。
　これらの考え方の違いの背景には、譲渡制限特約の機能の捉え方の違
いがあると考えられる。まず、【A 案】は、債務者に悪意の譲受人への
債権譲渡を無効とする権限を与えるのに対して、【B 案】のもとでは、
債務者は債権の帰属を変更する権限を持たず、悪意の譲受人に対しては
履行拒絶権があるに過ぎない。また、【A 案】は、債務者に弁済先を選
択する権限を与えるのに対して、【B 案】のもとでは、債務者は、競合
する譲受人の中で弁済先を選ぶ権限を有しない。
　【A 案】を採用する場合には、設例１において、債務者は悪意の第一
譲受人への譲渡を承諾せず、善意の第二譲受人が登場した後、譲渡人に
対して反対債権を取得したときは、善意の第二譲受人との関係で反対債
権は相殺できるのでしょうか。それはおそらくできなくて、債務者は善
意の第二譲受人に弁済し、その上で譲渡人に対して反対債権を主張しな
ければならない105。しかし、善意の第二譲受人は、債務者からの弁済を
受けても、対抗要件関係で優先する悪意の第一譲受人からの請求を受け
ると、悪意の第一譲受人にそれを引き渡さなければならない。結局、悪
意の第一譲受人は、善意の第二譲受人が登場してくれたおかげで譲渡さ
れた債権を取れることになる。第一譲受人は譲渡制限特約の存在につい
て悪意であるにもかかわらず、何故保護されているのか。
　上記の【A 案】に対して、【B 案】を採用する場合には、どうでしょうか。

104 沖野・前掲注15）124頁参照。
105 部会第３分科会第３回会議議事録・60頁〔中井委員発言〕。
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そもそも対抗要件関係で劣後する第二譲受人の存在を考慮する必要がな
いので、債務者は第二譲受人が登場した後、譲渡人に対する反対債権に
よる相殺の抗弁を第一譲受人に対抗することができる106。つまり、債務
者は、悪意の第一譲受人が現れてくれたおかげで、その相殺の利益が保
護される。善意の第二譲受人からすると、対抗要件関係で優先する悪意
の第一譲受人がいるから、保護されなくても仕方がない。悪意の第一譲
受人からすると、自ら悪意であるから、保護されなくても仕方がない。

【A 案】のもとでは、本来保護されない悪意の第一譲受人が保護される
のに対して、【B 案】のもとでは、本来保護されるかもしれない債務者
が保護される。譲渡制限特約は、なぜ結ばれるかというと、債務者は譲渡
人に対して反対債権を取得するかもしれないからである。債務者の相殺の
利益保護の観点からすれば、【A 案】より【B 案】のほうが魅力的である107。
３　部会第66回会議
　第３分科会第３回会議の審議を経て「中間試案のたたき台（３）」では
次のような案が提示された。

　（２）当事者が上記（１）に反する内容の特約（以下「譲渡制限特約」
という。）をした場合であっても、債権の譲渡は、下記（３）の限度
での制限があるほか、その効力を妨げられないものとする。
　（３）譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合において、譲受
人に悪意又は重大な過失があるときは、債務者は、当該特約をもっ
て譲受人に対抗することができるものとする。この場合において、
当該特約は、次に掲げる効力を有するものとする。
　ア�債務者は、譲受人が権利行使要件（後記２）を備えた後であっ
ても、譲受人に対して、当該債権の履行を拒むことができること。
　イ�債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲
渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることが
でき、かつ、その事由をもって譲受人に対抗することができること。

106 部会第３分科会第３回会議議事録・60頁〔中井委員発言〕。
107 【B 案】に賛意を示した論文は、赫・前掲注20）14-15頁と、高山高彦「債権
譲渡禁止特約の効力」山本和彦＝事業再生研究機構編『事業再生と金融実務か
らの債権法改正』（商事法務、2013年）92-93頁が挙げられる。
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　譲渡制限特約の効力について、部会第３分科会第３回会議では、複数
の考え方（【A 案】と【B 案】が示された。上記の提案は、【B 案】の考え
方を前提にして改正前法466条を改めることを提案するものである。本
提案のもとでは、譲渡制限特約の効力が弁済の相手方を固定するという
債務者の利益を確保する範囲に限定され、債権譲渡の効力を左右するこ
とができない108。当事者間で譲渡の制限を合意した場合であっても、そ
の効力は、次の限度で認められることになる。すなわち、①債務者は、
悪意又は重過失のある譲受人に対して、当該債権の履行を拒むことがで
きる。また、②譲渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為
をすることができ、かつ、その事由をもって譲受人に対抗することがで
きる。譲渡制限特約の効力は制限されたが、これまで譲渡制限特約によっ
て保護されている債務者の利益は、①②により引き続き保護されること
になる。
４　部会第71回会議
　部会は平成25年２月26日に決定した「中間試案」は、改正前法466条に
関して次の改正案を提示した109。

　（２）当事者が上記（１）に反する内容の特約（以下「譲渡制限特約」
という。）をした場合であっても、債権の譲渡は、下記（３）の限度
での制限があるほか、その効力を妨げられないものとする。
　（３）譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合において、譲受
人に悪意又は重大な過失があるときは、債務者は、当該特約をもっ
て譲受人に対抗することができるものとする。この場合において、
当該特約は、次に掲げる効力を有するものとする。
　ア　債務者は、譲受人が権利行使要件（後記２（１）【甲案】ウ又
は【乙案】イの通知をすることをいう。以下同じ。）を備えた後であっ
ても、譲受人に対して債務の履行を拒むことができること。
　イ　債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲
渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることが

108 部会資料55・15頁参照。
109 中間試案の補足説明・233頁以下。
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でき、かつ、その事由をもって譲受人に対抗することができること。
　（注２）民法第466条の規律を維持するという考え方がある。

　譲渡制限特約の効力が認められる場合には、その効力は、本文（３）
第２文の限度で認められることになる。すなわち、債務者は、譲受人に
対して債務の履行を拒むことができ、さらに、譲渡人に対して弁済その
他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事由をもっ
て譲受人に対抗することができる。これに対しては、改正前法466条の
規律を維持する考え方があり、注記として取り上げられた110。
５　小括
　これまで、第２ステージで検討された様々な提案を見てきたが、以下
ではこれらの提案の整理を試みる。

譲渡制限特約の効力

第45回
（24.4.17）

１）特約の第三者への対抗の可否
①譲受人の主観対象を問わず、特約が第三者に対抗できない
とする提案。
②特約が原則として悪意又は重過失の第三者に対抗でき、一定
の類型の債権につき特約が第三者に対抗できないとする提案。
③特約が悪意又は重過失の第三者に対抗できるとする提案。
２）特約の主張権者
①債務者だけが特約を主張できるとする提案。
②債務者のほか、譲渡人以外の第三者も特約を主張できると
する提案。
③規定を設けないとする提案。
３）特約の第三者効を認める場合の具体的な設計のあり方
①特約に違反する譲渡が有効であるとする提案。
②特約に違反する譲渡が無効であるとする提案。
③規定を設けない。

第３分科会
第３回会議
（24.4.24）

相対的効力案を採用することを前提にして提示された提案
①債務者は悪意の譲受人に対する譲渡は存在しないものと扱
うことができるとする提案。
②譲渡制限特約は弁済の相手方を固定する効力があるだけで、
債権の帰属の変更を妨げることはできないとする提案。

110 具体的には、「譲渡制限特約付債権が譲渡人の責任財産から逸出することを
認めるのは、譲渡人に対する労働債権確保の観点から問題があるとして、現在
の規律を維持すべきである」という考え方である。中間試案の補足説明・240頁。
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第66回
（25.1.15）

譲渡制限特約の効力
①債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、
譲受人に対して、当該債権の履行を拒むことができる。
②債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、
譲渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をす
ることができ、かつ、その事由をもって譲受人に対抗するこ
とができる。

第70回
（25.2.19） 同上

第71回
（25.2.26） 同上

　第45回会議において、譲渡制限特約の第三者への対抗の可否をめぐっ
て、譲受人の主観態様を問わず、特約が第三者に対抗できないとする案
と、特約が原則として悪意又は重過失の第三者に対抗できるとし、一定
の類型の債権につき特約が第三者に対抗できないとする案が示された。
これらの案を採用する場合には、これまで譲渡制限特約によって保護さ
れるべき債務者の利益（特に相殺の利益）について、さらに検討するこ
とが必要となる111。このような問題意識を受けて、相殺の抗弁を広く主
張することができるようにする案も示された。すなわち、債務者は、抗
弁切断の基準時より前に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。さらに、債務者が抗弁切断の基準時より後に
取得した譲渡人に対する債権であっても、一定の場合に債務者は当該債
権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。これは、譲渡制
限特約の第三者効を認めない代償として相殺の抗弁を拡張する旨の規定
を置き、相殺の利益を確保しようとするアプローチと位置付けることが
できる。第45回会議以降の提案は、第１のアプローチを採用していない
が、その「相殺の範囲を拡張する」という発想を受け入れた。つまり、
上記のとおり、広く債務者に相殺を認める一方、悪意又は重過失の譲受
人との関係で譲渡制限特約の第三者効を認めるということである。譲渡
制限特約を通じて相殺の利益を確保する必要が生じるのは、債権譲渡に
おける相殺の規律によってもカバーされない場面（改正法469条ではカ
バーできない範囲）である。

111 部会資料37・528頁。
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　他方、第45回会議において、譲渡制限特約の第三者効を認めることを
前提に、譲渡制限特約に違反する譲渡の効力について、【相対的効力案】
特約に違反する譲渡が有効であるとする案、【絶対的効力案】特約に違
反する譲渡が無効であるとする案が示された。部会審議では、相対的効
力案を採用する場合における法律関係は──債務者の譲渡人に対する弁
済の可否又は債務者に対して請求できる者──問題となった。これらの
問題を念頭において、第３分科会第３回会議においては相対的効力案を
採用することを前提に債務者が悪意の譲受人に対する譲渡は存在しない
ものと扱うことができるとする案と、譲渡制限特約は弁済の相手方を固
定する効力があるだけで、債権の帰属の変更を妨げることはできないと
する案が示された。その後、弁済の相手方を譲渡人に固定する限度で譲
渡制限特約の効力を認めるとするとの観点からの検討に進み、これを受
けた中間試案では、譲渡制限特約の効力が以下のような範囲に限定され
た。すなわち、①債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であって
も、譲受人に対して、当該債権の履行を拒むことができること、②債務
者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲渡人に対して弁
済その他の当該債権を消滅させる行為をすることができ、かつ、その事
由をもって譲受人に対抗することができることである。譲渡制限特約の
効力は、物権的効力から弁済先肯定効に限定されていたが、譲受人から
の請求を拒むことができるので、債務者の利益は引き続き保護されるこ
とになる112。つまり、債務者の法的地位は、民法改正によって不利益変
更されていない。

第３項　第３ステージでの議論
　第３ステージで譲渡制限特約の効力に関する検討が行われたのは、第
83回会議（平成26年２月４日）、第89回会議（平成26年５月27日）、第93
回会議（平成26年７月８日）、第96回会議（平成26年８月26日）、第97回
会議（平成26年12月16日）、第98回会議（平成27年１月20日）である。

112 部会資料55・236頁。
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１　部会第83回会議
（１）譲渡制限特約の効力（その１）
　第83回会議において検討の対象とされた「民法（債権関係）の改正に
関する要綱案のたたき台（８）」では、譲渡制限特約の効力について次の
ような案が提案された113。

　（２）当事者が上記（１）に反する内容の特約をした場合であって
も、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。この場合において、
この特約は、次に掲げる効力を有するものとして、悪意又は重大な
過失がある譲受人に対抗することができる。
　ア　債務者は、譲受人が権利行使要件（民法第467条第１項の債
務者に対する通知（又は債務者の承諾）をいう。以下同じ。）を備え
た後であっても、譲受人に対する債務の履行を拒むことができるこ
と。
　イ　債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、譲
渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をすることが
でき、かつ、その事由をもって譲受人に対抗することができること。

　第83回会議における議論の中心は、譲渡制限特約が付された期限の定
めのない債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合の法律関係で
ある。例えば、普通預金に係る預金債権のような譲渡制限特約が付され
た期限の定めのない債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合に
は、譲受人と譲渡人のいずれも債務者に遅滞の責任を負わせるための請
求することができないため、「債務者が債務を履行しない場合」という
要件を充足せず、譲渡された債権を回収することが困難となるとの指摘
がされた114。これに対して、何らかの手当てをおかないと、期限の定め
のない債権による資金調達に支障を来す可能性がある115。部会審議では、
このような指摘を踏まえて、以下のような考え方が示された。

113 部会資料74A・１頁以下。
114 部会資料74A・５頁。
115 三浦聡「民法（債権関係）部会第83回会議書面による意見陳述」（2014年２月
４日）。
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　第１の考え方は、譲受人だけではなく譲渡人に催告権限を与えるとす
るものである116。これによって、譲渡人が債務者に対し、相当の期間を
定めて自らに対して履行すべき旨の催告をし、その期間内に履行がない
ときは、その後、債務者は、譲受人からの履行請求を拒むことができず、
譲受人に弁済しなければならない。譲渡人に催告権限を与えることの可
否を検討するにあたっては、その正当化の根拠をどこに求めるかが問題
である。譲受人による「譲渡人への履行の催告」は、債権の効力として
権利行使の一態様であり、これは、請求権と不可分の関係にある。第３
ステージでは、譲渡制限特約が付されたとしても、債権が完全に譲受人
に移転し、譲渡人には何らかの権限を残さないこととなる。譲渡人の催
告権限は一体どこから出てくるのかは疑問する余地がある。しかし、第
１の考え方は、上述の見解と異なり、譲渡人の催告は債権の請求権に基
づく権利ではないとし、これを譲受人と譲渡人のいずれも債務者に遅滞
の責任を負わせるための請求することができないという両すくみ状態を
解消するための制度と位置付けている117。ただし、譲渡人に催告権限を
与えたとしても、譲渡人は、債務者から回収したものを全て譲受人に引
き渡さなければならないので、譲渡人が催告することを現実的に期待す
ることができるかは問題である118。
　第２の考え方は、「（３）の上記（２）後段に該当する場合であっても」
から「債務者が債務を履行しないときにおいて」を飛ばして、催告は取
立権限に基づくのではないとし、債務者の抗弁を遮断するためのものと
する119。「債務者が債務を履行しないときにおいて」を入れるかどうかに
よって、債務者の利益状況は、変わるのか。これを入れなければ、普通
預金債権が譲渡された場合に、銀行は譲受人からの催告を受けることに
なる120。これを入れれば、普通預金債権が譲渡された場合には、銀行は

116 部会第83回会議議事録・35-37頁〔中井委員発言〕。
117 部会第83回会議議事録・36頁〔中井委員発言〕。
118 部会第83回会議議事録・36頁〔松尾関係官発言〕。
119 部会第83回会議議事録・40頁〔潮見幹事発言〕。
120 部会第83回会議議事録・41頁〔内田委員発言〕。
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履行の遅滞に陥ることはないので、催告を受けることはない121。譲受人
からの催告を受けると、債権譲渡の有無を確認する必要が生ずるかもし
れない。しかし、預金者に弁済して免責されるから、特に債権譲渡の有
無を確認する必要がない。したがって、銀行は譲受人からの催告を受け
ることによって、預金債権の払戻事務に支障を来す事態は想定し難い。
　第３の考え方は、預金債権は別であって、（３）の下には直接に置か
ないとする122。預金債権をイメージしながら、（３）の議論を精密にする
ことを求められることに精力を大きく払わなければいけないということ
が効率的ではないと考えられる123。（３）のような規定の預金債権への適
用を回避するために、預金債権の譲渡に対して特則を設けるという発想
は、第83回会議では既に生まれたと言えよう。
　上記の考え方は、催告の規律は預金債権に適用することを前提にして
示されたものである。しかし、この催告の規律が預金債権に適用される
かは疑問である。普通預金債権が譲渡された場合には、元の債権者であ
る譲渡人（預金者）は払ってくれと言って、銀行が払えば、履行の遅滞
に陥らないはずである。払わないという事態が生じない限り、催告の規
律が発動しないから、普通預金債権については、両すくみという問題に
なることはない124。
（２）譲渡制限特約の効力（その２）
　第83回会議において検討の対象とされた「民法（債権関係）の改正に
関する要綱案の取りまとめに向けた検討（10）では、一定の種類の債権
につき譲渡制限特約の第三者効を認めないとする案も提案された125。

（１）民法第466条については、当事者間の特約（譲渡制限特約）に
よって弁済の相手方を固定することができるが、譲渡制限特約違反
の譲渡を有効とする方向で改正する考え方が取り挙げられているが

（部会資料74A 第１、１）、これに加えて、債権譲渡による資金調

121 部会第83回会議議事録・41頁〔内田委員発言〕。
122 部会第83回会議議事録・41頁〔山野目幹事発言〕。
123 部会第83回会議議事録・41頁〔山野目幹事発言〕。
124 部会第83回会議議事録・38頁〔内田委員発言〕。
125 部会資料74B・13頁。
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達の促進を図るという観点から、さらに一定の限度で譲渡制限特約
の効力を制限する規定を設けるという考え方があるが、どのように
考えるか。

　これは、原則として債務者は譲渡制限特約によって弁済の相手方を固
定することができるとした上で、（債権を発生させる契約の性質や契約
当事者の属性に着目して）一定の範囲の債権については譲渡制限特約を
付することができないとするものである126。部会資料74B の説明によれ
ば、これは、「譲渡制限特約が有効であれば、債権譲渡が債務不履行を
構成する余地が残り、この場合には譲渡制限特約付債権の譲渡を躊躇す
ることから、この問題を解消することを意図して主張されるもの」であ
る127。契約の性質や契約の当事者の属性に着目して、一定の範囲の債権
について譲渡制限特約を無効とすることは、譲渡人の心理的な抵抗感を
軽減するために有効であると考えられる128。
　部会審議では、（１）に対して否定的な見解が示された。まず、譲渡
制限特約が無効となる契約の性質や契約当事者の属性を適切に規定する
ことが困難であることを理由に、特別法で検討すべきとする意見があっ
た129。さらに、取引先を固定したいという債務者の利益の保護の必要性
を理由に、（１）に反対する意見も見られた130。すなわち、「特に実務界
において改正前法を維持したいという気持ちの中には、単に取引先を固
定したのと同じような経済的な利益が得られれば良いということでは必
ずしもなく、そこにはいろいろな要素があって、その人を信頼している
からこそ、そういう契約を結んでいるので、妄りにあっちこっち行くよ
うであれば、そういう人とのお付き合いはそもそも避けたいという、実
務家のそういった感覚があるようです」という。

126 部会資料74B・14頁。
127 部会資料74B・14頁。
128 部会第83回会議議事録・29頁〔大島委員発言〕。
129 部会第83回会議議事録・29頁〔大島委員発言〕。
130 部会第83回会議議事録・33頁〔佐成委員発言〕。
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２　部会第89回会議
　第89回会議において検討の対象とされた「民法（債権関係）の改正に
関する要綱案の取りまとめに向けた検討（14）」では、譲渡制限特約によっ
て譲渡の効力が妨げられないという考え方を採用することを前提に、次
のような案が新たに提案された131。

　（１）譲渡制限特約が付された債権が悪意又は重過失の譲受人に
譲渡された場合には、譲渡人が債務者に対して履行の請求をするこ
とができる（取立権限を有する）という規律を設けることが考えら
れるが、どうか。

　これは、譲渡制限特約付債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された
場合であっても、譲渡人が取立権限を有することとして、部会資料74A
の考え方を修正するものである132。事務当局の説明によれば、その目的
は、譲渡制限特約付された期限のない債権が悪意又は重過失の譲受人に
譲渡された場合には、譲渡人と譲受人のいずれも債務者に遅滞の責任を
負わせるための請求をすることができないというデットロック状態を解
消することに求める133。これによって、譲渡人に取立権限を付与すれば、
譲渡人の請求によって債務者を履行遅滞に陥れることができるため、い
わゆるデットロック状態は生じないことになる。
　部会審議では、上記の提案に対して否定的な見解が多数を占めた。ま
ず、期限の定めのない債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡された場合
のデットロック状態を解消するために、期限付債権の場合も含めて、一
般的に、譲渡人に取立権限まで認めるのは過剰であるという指摘がされ
た134。また、譲渡人に取立権限を与えることは、債権譲渡は譲渡制限特
約があろうがなかろうが完全に有効であるという枠組みに対して大きな

131 部会資料74B・７頁以下。
132 部会第89回会議議事録・９頁〔松尾関係官説明〕。
133 部会資料74B・８頁。
134 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「部会資料78B、第３、１（債権
の譲渡性とその制限）に対する意見」（2014年５月27日）２頁、部会第89回会議
議事録・21-22頁〔中井委員発言〕。
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ずれを生じさせてはいかないかという懸念もあった135。さらに、譲渡人
に取立権限を認めると、その取立義務（善管注意義務）まで出てきて、
どうせ回収しても持っていかれるのに迷惑であるという意見も見られ
た136。大阪弁護士会による提案は、譲渡人に対して一般的に取立権限を
付与することに反対し、次の提案を提示した137。１つは、デットロック
解消の目的に限定して、譲渡人が債務者に対して譲渡人への履行をする
場面でのみ譲渡人に取立権限を認めるとする。もう１つは、当該譲渡人
の取立権限は債権の帰属者である譲受人がその意思に基づいて付与すべ
きものとする。
３　部会第93・95回会議
　第93・95回会議において検討の対象とされた「民法（債権関係）の改
正に関する要綱仮案の原案（その３）」と、「民法（債権関係）の改正に関
する要綱仮案の第二次案」では、譲渡制限特約の効力について次の改正
案がされた138。

（１）債権の譲渡性を制限する特約の効力
　ア　当事者が民法第466条第１項に反する意思表示をしたときで
あっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
　イ　アに規定する場合において、悪意又は重大な過失がある第三
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そ
の第三者に対抗することができる。

　まず、これまでの部会資料からの変更点を確認する。部会資料81-1第
２、１（１）の考え方は、部会資料74A 第１、１（２）の規律を基本的
に採用するものであるが、部会資料74A 第１、１（２）における悪意又

135 部会第89回会議議事録・24頁〔潮見幹事発言〕。
136 部会第89回会議議事録・23-24頁〔岡委員発言〕。これに対して、事務当局は、
譲渡人に取立権限を認めた場合に、取立義務があるかどうかということは、譲
渡人の善管注意義務の問題として考えられるべきとし、少なくとも取立義務が
絶対にないとは言えないとする。部会第89回会議議事録・24頁〔松尾関係官発言〕。
137 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志・前掲注134）１-５頁。
138 部会資料81-１・１頁、部会資料82-１・29頁以下。
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は重大な過失がある「譲受人」という文言を「第三者」に改めている。ま
た、部会資料74B 第３、１（１）では、悪意又は重過失の譲受人に譲渡
された場合に譲渡人に取立権限を付与するための規律を設ける考え方を
取り上げていたが、部会資料81-1では、この規律は設けないこととして
いる。事務当局の説明によれば、「このような規律を設けないこととし
ても、譲受人が譲渡人に対して取立権限を付与することは妨げられず、
譲渡人に取立権限がないことによって生じ得る不都合については、譲渡
当事者の合意によって、対応することが可能である。」139。
　次に部会での審議をみてみよう。要綱仮案の原案の前では、譲渡制限
特約が付された期限の定めのない債権が悪意又は重過失の譲受人に譲渡
された場合には、譲受人と譲渡人のいずれも債務者に遅滞の責任を負わ
せるための請求することができないため、「債務者が債務を履行しない
場合」という要件を充足せず、譲渡された債権を回収することが困難と
なるという指摘がされた140。この点に関しては、部会資料81-１の補足説
明によれば、譲受人が契約で譲渡人に対して取立権限を付与する形で、
このような問題が解決される。しかし、具体的に如何なる形で譲渡され
た債権を回収することできるのかは不明確である。これについては、部
会審議では、次のような説明がなされた141。つまり、譲渡人は、その付
与された取立権限に基づいて譲渡された債権を取り立てることができ
る。譲渡人から取立てがあると、期限の定めのない債権は期限が到来し、
債務者が履行の遅滞に陥り、かつ支払いに応じる義務が生じる。そして、
債務者は、譲渡人からの取立てに対して拒絶すれば、それは、譲渡制限
特約付債権の譲渡を承諾したと評価すべきことになる。
　ところが、議論の中で、債務者に対して権利を行使しても拒絶される
悪意の譲受人が契約で譲渡人に取立権限を付与したところで、その取立
権限で債務者との関係で正当な権利主張ができるのか、という問題が指
摘された142。事務当局は、譲受人が譲渡人に取立権限を付与した場合に

139 部会資料81-１・１頁。
140 部会資料78B・８頁。
141 部会第93回会議議事録・42-44頁。
142 部会第93回会議議事録・43頁〔潮見幹事発言〕。
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ついて、譲渡制限特約によって保護された弁済の相手方を固定するとい
う債務者の利益が保護されていることを理由に、取立権限自体に瑕疵が
あるとみる必要がないと説明する143。しかし、取立権限を譲渡人以外の
人に付与したときは、債務者は、その取立てを拒むことができるとす
る144。譲渡人に対する委任と譲渡人以外の第三者に対する委任は、この
ような違いを見せている。
４　部会第96・97回会議
　第96・97回会議において検討の対象とされた「民法（債権関係）の改
正に関する要綱仮案（案）要綱仮案の原案」と、「民法（債権関係）の改
正に関する要綱案の原案（その１）」では、譲渡制限特約の効力について
次のような案が提案された145。

譲渡制限特約の効力

第96回会議

　ア　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（以下この第19において「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。
　イ　アに規定する場合において、譲渡制限の意思表示があ
ることを知り、又は重大な過失によって知らなかった第三者
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
由をもってその第三者に対抗することができる。

第97回会議

　ア　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（以下この第19において「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。
　イ　アに規定する場合には、譲渡制限の意思表示があるこ
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。

143 部会第93回会議議事録・43頁〔松尾関係官発言〕。
144 部会第93回会議議事録・43頁〔松尾関係官発言〕。
145 部会資料83-１・30頁。
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債権譲渡に関する規定（部会資料84-１第19）のうち、譲渡制
限の意思表示に関する規定（第19の１、４（１）ウ及び４（２）
ウ）については、施行日以後に譲渡制限の意思表示がされた
場合について改正後の民法の規定を適用し、施行日前に譲渡
制限の意思表示（譲渡禁止特約）がされた場合についてはなお
従前の例によることとする考え方があり得る。

　第97回会議において示された提案は、譲渡制限特約の意思表示時を基
準として、新法の適用の有無を決すものである。部会資料の説明によれ
ば、「これは、施行日前に譲渡制限の意思表示を付した債務者としては、
旧法の規定の適用を受けることについての期待をしていたと考えられる
ところ、譲渡制限の意思表示が債務者の利益保護のために付されるもの
であることを重視すれば、この期待を保護する経過措置を設けることが
適当である」146。
　部会審議では、上記の提案に対しては、「施行日前に締結された基本
契約において譲渡制限特約が付さされていたケースでは、当該基本契約
又はこれに基づき締結される個別契約に基づき発生する債権が譲渡され
る場合には、当該譲渡が施行日後にされたときであっても、譲渡制限の
意思表示に関しては旧法の規定の適用を受けることになるが、そうする
と、債権譲渡による資金調達の支障を除去するという改正の目的を早期
に達成することが困難となるため適当ではない」という指摘がなされ
た147。他方、譲受人はその譲り受ける債権に譲渡制限特約が付された時
点を知ることができず、そのために新法と旧法のいずれの適用を受ける
か分からないこともあり得る148。このような指摘を受けて、債権譲渡に
よる資金調達の観点から、施行日以降に新規に発生した債権については、
新法の規定を適用すべきであるとの見解が示された149。
５　部会第98回会議
　先にみた第97回会議での議論を踏まえ、譲渡制限の意思表示の規定の
改正に関する経過措置について、第98回会議では、事務当局は再び、次

146 部会資料87・１頁。
147 部会第97回会議議事録・30-31頁、部会資料87・１頁。
148 部会資料87・１頁。
149 部会第97回会議議事録・31頁〔中原委員発言〕。
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のような案を提案した150。

　譲渡制限の意思表示に関する規定（部会資料84-１第19の１、４
（１）ウ及び４（２）ウ）について、施行日前に債権が譲渡され、民
法第467条に規定する通知又は承諾がされた場合については、なお
従前の例によるとする経過措置を設ける考え方があり得るが、どの
ように考えるか。

　上記の提案は、譲渡時を基準時として、新法の適用の有無を決するも
のである。これによって、譲渡制限特約が施行日前に付されたとしても、
債権の譲渡が施行日後にされた場合には、旧法による譲渡制限特約の効
果が及ばないことになる。つまり、債務者は、悪意又は重過失の譲受人
に対して債権譲渡が無効であるということを主張することができない。
債務者との関係では、債権譲渡が完全に有効になるが、これまで特約に
よって保護されている弁済の相手方を固定するという債務者の利益は、
新法のもとでも保護されるようになる。なお、債務者としては、譲渡制
限特約付債権が譲渡されたとき供託することができる場面が旧法と比べ
て広がる151。そうすると、債務者にとっては、一方的に不利益な状況に
なるという事態は想定し難い。ところが、債権の譲渡に関する経過措置
としては、譲渡当事者が適用条文についてどのような期待を有するかと
いう視点から、譲渡時を基準時として、新法の適用の有無を決すること
にも合理性があると考えられる152。
６　小括
　ここまで、第３ステージで検討されたさまざまな提案をみてきたが、
ここでこれまでの提案の整理を試みる。

150 部会資料87・１頁。
151 部会資料87・１頁。
152 部会資料87・１頁。
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譲渡制限特約の効力

第83回
（26.2.4）

１）部会資料74A
①債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、
譲受人に対する債務の履行を拒むことができる。
②債務者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、
譲渡人に対して弁済その他の当該債権を消滅させる行為をす
ることができ、かつ、その事由をもって譲受人に対抗するこ
とができる。
２）部会資料74B
部会資料74B の提案に加えて、債権譲渡による資金調達の促
進を図るという観点から、さらに一定の限度で譲渡制限特約
の効力を制限する規定を設ける。

第89回
（26.5.27）

譲渡制限特約が付された債権が悪意又は重過失の譲受人に譲
渡された場合には、譲渡人が債務者に対して履行の請求をす
ることができる（取立権限を有する）という規律を設ける。

第93回
（26.7.8）

悪意又は重大な過失がある第三者に対しては、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その第三者に対
抗することができる。

第95回
（26.8.5） 同上

第96回
（26.8.26）

譲渡制限の意思表示があることを知り、又は重大な過失によっ
て知らなかった第三者に対しては、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その第三者に対抗すること
ができる。

第97回
（27.12.6）

１）譲渡制限特約の効力
譲渡制限の意思表示があることを知り、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。
２）譲渡制限特約に関する経過措置
債権譲渡に関する規定のうち、譲渡制限の意思表示に関する
規定については、施行日以後に譲渡制限の意思表示がされた
場合について改正後の民法の規定を適用し、施行日前に譲渡
制限の意思表示がされた場合についてはなお従前の例による
こととする考え方があり得る。

第98回
（27.1.20）

譲渡制限の意思表示に関する規定について、施行日前に債権
が譲渡され、民法第467条に規定する通知又は承諾がされた場
合については、なお従前の例によるとする経過措置を設ける
考え方があり得る。



債権譲渡制限特約の効力に関する比較法的研究（２）

北法72（1・136）136

　譲渡制限特約の効力について、第83会議において以下のような２つの
アプローチが提示された。すなわち、第１のアプローチは、弁済の相手
方を譲渡人に固定する限度で譲渡制限特約の効力を認めるとするもので
ある。第２のアプローチは、第１のアプローチを採用することを前提に
一定の範囲の債権につき譲渡制限特約を無効とするものである。後者に
対して、部会審議では取引先を固定したいという債務者の利益を保護す
る必要がある、などの反対意見が加えられた。第83回会議以降の会議で
は、第１のアプローチの基本的な立場から要綱案に向けた検討がされて
いた。
　なお、それより後の第89回会議において、第83回会議の基本的な考え
方を採用することを前提としても、譲渡人がその債権の履行の請求をす
ることができる場合があるとの規律を取り上げている153。債務者が譲受
人には「譲渡人に弁済する」と言いつつ、譲渡人には「もう債権者では
ないはず」と主張し、支払いを免れる可能性があるからである。部会資
料の説明によれば、譲渡制限特約が付された期限の定めのない債権が悪
意又は重過失の譲受人に譲渡された場合には、譲渡人に取立権限を付与
すれば、譲渡人の請求によって債務者を履行遅滞に陥れることができる
ので、このようなデットロック状態は生じない。しかし、これに対して、
このようなデットロック状態を解消するために、一般的に、譲渡人に取
立権限をまで認めるのは過剰であり、当該譲渡人の取立権限は譲受人が
その意思に基づき付与すれば足りるという反対意見が出された154。この
議論の過程で、第93回以降の会議においては、その規律は、明文として
落ちている。その結果として、改正法のもとでは、譲受人が譲渡制限特
約につき悪意又は重過失であっても、譲渡された債権が譲受人に移転し、
譲渡人に何らかの権限を残さないことになる。

第４款　民法改正の経緯の与える示唆
第１項　基本的な考え方
　譲渡制限特約の効力については、注目すべき改正がされた。すなわち、

153 部会資料78B・５頁以下。
154 大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志・前掲注135）１-５頁。
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改正法のもとでは、譲渡制限特約付債権が悪意又は重過失の譲受人に譲
渡された場合であっても、譲受人に移転するとされる（改正法466条２
項）。民法改正の過程において、譲渡人に取立権限を与えるべきとする
案がされたが、これに対して、部会審議ではこのような提案は譲渡制限
特約に違反する譲渡が完全に有効であるという枠組みに対して大きなず
れを生じさせてはいかないかとの懸念が表明された。そこで、その後の
提案は、債務者に取立権限を与えないと決した。その結果として、改正
法のもとでは、当該債権が譲渡された場合に譲渡人に債権の処分に関す
る権限（取立権限など）が残っていない。
　他方、弁済の相手方を固定するという債務者の利益を保護するために、
債務者は悪意又は重過失の譲受人からの履行請求を拒むことができると
ともに、譲渡人に対する弁済その他の債務者させる事由をもって譲受人
に対抗することができるとされる（改正法466条３項）。このようにして
譲渡制限特約の効力は、物権的効力から弁済先固定効に限定されてきた
が、債務者は譲渡人に弁済することができるので、その法的地位は民法
改正により不利益変更されていないといえよう。

第２項　「譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由」の意義
　譲渡制限特約付債権が譲渡された場合において、譲受人が悪意又は重
過失であるときは、債務者は、譲渡人に対して弁済その他の債務を消滅
させる行為（以下「債務消滅行為」という）をすれば免責される。債務消
滅行為の範囲は、どのように捉えるべきか。民法改正の過程においては、
これに関連する議論は見当たらなかった。弁済の他に相殺、更改、免除、
代物弁済などは、債務消滅行為に含まれるのだろうか155。
　ます、相殺をみてみよう。「相殺は給付の結果の実現に向けられた給
付行為として理解されうる」156ため、相殺が改正法466条３項にいう「債
務の消滅行為」に含まれるといえよう157。また、「債務の消滅行為」とし

155 ドイツ商法354a における leisten の意義についての紹介は、石田・前掲注
12）195頁。
156 石田・前掲注12）195頁。
157 潮見・前掲注９）399頁は、「ここには、譲渡人に対する債権をもってする
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て相殺を認めるとしても、民法改正の経緯に照らして許される158。この
ようにして、改正法466条３項は相殺可能な領域を創出することを可能
にするための規定と位置付けるとの考え方が示唆されるのである。ただ、
譲渡制限特約を通じて相殺の利益を確保する必要が生じるのは、債権譲
渡における債務者の相殺権に関する改正法469条によってもカバーされ
えない場合である159。
　次に、相殺以外の処分行為をみてみよう。更改、代物弁済、免除など
は、相殺と同様に債務消滅行為に含まれるべきであると解する論文が見
られた。その理由としては、①「債権の帰属者ではない譲渡人の弁済受
領行為に債権消滅の効果を結びつけることとの質的な差異があるまでは
いえない」こと、②「これらを否定したとしても、債務者・譲渡人間の
合意により反対債権を発生させて相殺することができる以上、法形式を
工夫すれば容易に同一の結論を導くことができる」ことが挙げられ
る160。このように債務消滅行為を免除などの処分行為に拡張して解釈す

相殺をすることも含まれる」と説く。これに対して、石田剛「継続的取引にお
ける基本契約と個別契約との関係」事業再生研究機構編『債権譲渡法制に関す
る民法改正と事業再生』（商事法務、2017年）142頁は、「改正民法は、相殺の期
待利益の確保の問題を『相殺権』に関する469条の守備範囲に位置付けているか
ら、弁済先固定特約特有の目的は、結局、事務処理の煩雑化、過誤払いの防止
に尽きることになる」とする。
158 詳しくは、本稿第２章第１節第３款第２項を参考する。白石大「債権譲渡
制限特約を譲受人に対抗しうる場合の法律関係」法学教室478号（2020年）20頁
は、「民法466条３項の『債務を消滅させる事由』から相殺を除外するという解
釈は、同項の立法の経緯に反する」としている。
159 「譲渡制限特約の効力」と「債権譲渡と相殺」との関連性に言及する論文は、
三枝健治「ケースで考える債権法改正法（第11回）債権譲渡制限特約」法学教室
473号（2020年）77頁以下、飯塚孝徳「中間試案における『譲渡制限特約の効力』
と『債権譲渡と相殺』の関連性（債権譲渡法制の改正と倒産法）」金融法務事情
62巻６号（2014年）６以下、中井康之「相殺をめぐる民法改正─差押えと相殺・
債権譲渡と相殺」今井利昭先生傘寿記念『会社法・倒産法の現代的展開』（民事
法研究会、2015年）717頁以下、白石・前掲注158）19-20頁などがある。
160 赫高規「改正債権譲渡禁止特約法制についての４つのありがちな誤解」事業
再生研究機構編『債権譲渡法制に関する民法改正と事業再生』（商事法務、2017
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る考え方は、実質上債務者との関係において譲渡人に債権の処分権能を
与えているのである。法律効果の面では、改正法466条３項の効果は、
相対的無効の効果に近づける161。ただし、譲渡制限特約の効力に基づい
て債務者が譲渡人に弁済し、又は相殺すれば免責させるのであれば、債
務者の利益は十分に保護されることになる。そのため、弁済とは直接関
係のない処分行為は、改正法466条３項にいう債務消滅行為の範囲内に
含まれる必要性が生じない。162結局、改正法のもとでは譲渡制限特約付
債権が譲渡された後に譲渡人の手元に債権の処分権限は残っていない。
換言すれば、債務者は、改正法466条３項によって悪意又は重過失の譲
受人に対して主張することができるのは、弁済及び相殺に限定される。
　最後に、債務消滅事由の譲受人への対抗可能の意義を検討していこう。
債務者は、譲渡人に対して弁済その他の債務を消滅させる行為すること
ができるほか、その債務消滅事由をもって譲受人に対抗することができ
る（改正法466条３項）。これは債務者に債務消滅の抗弁権を与えている
のであり、債務者はこの抗弁権により譲受人の逆相殺を遮断することで
きる。つまり、譲受人が債務者に対して反対債権を有する場合において、
譲受人はこの債権を自働債権として譲渡された債権と相殺したとして
も、その後、債務者の譲渡人に対してなした弁済又は相殺は、譲受人に
対して対抗することができる。

第２節　改正法466条４項・466条の３の趣旨と改正過程

第１款　問題意識
　改正法は、466条２-３項において譲渡制限特約が悪意又は重過失のあ
る譲受人に対抗することができると定めている一方、466条４項及び466

年）177頁。
161 このような考え方を採用すると、改正法466条３項と466条の５（相対的無
効説を採る）の役割分担は、明らかではない状況にある。
162 Baukelmann,�Peter,�Der�Ausschluß�der�ABtretBarkeit�von�Geldforderungen�
in�AGB�──�Fragen�zu§354�a�HGB,�in:�Festschrift�für�Hans�Erich�Brandner,�
Köln�1996（石田・前掲注12）195頁）参照。
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条の３に掲げる事由が生じた場合において譲渡制限特約を譲受人に対抗
することができないと規定している。466条４項及び466条の３は、どの
ような議論を契機として設けられてきたのか。

第２款　民法（債権関係）部会審議前の改正提案
　民法（債権法）改正検討委員会案は、特約の合理性163を一応肯定し、
債務者が、特約に違反する債権譲渡をなかったものとして行動してよい
としている。他方、債務者に特約によって保護すべき利益が失われたと
考えられるべき場合についてまで、債務者に特約の抗弁を対抗するもの
とする必要がないとされる164。そこで、本提案は、〈2〉において〈ア〉債
務者が、譲渡人または譲受人に対し、当該譲渡を承諾したとき、〈イ〉
譲受人が特約につき善意であり、かつ、重大な過失がないとき、〈ウ〉
第三者対抗要件が備えられている場合で、譲渡人について倒産手続の開
始決定があったときは、債務者が特約をもって譲受人に対して対抗する
ことができないとする。〈ア〉は、譲渡制限特約がもっぱら債務者の利
益のために付されるものであることから、当然に導かれるところであ
る165。〈イ〉は、現行法の基本的な枠組みを維持するものである。検討委
員会案が企図する現行法からの改正点は、〈ウ〉である。本提案の仕方は、
例示列挙という書き方になっていないと説明されているが166、特約を維
持することに利益がない場合として、ほかに検討された場合がないのか
は疑問する余地がある。米倉教授の「特約の効力制限論」を本堤案のも
とでも活かそうとすると、〈2〉を例示列挙と捉え、債務者に特に利益が

163 契約当事者が自らの利害を考慮して譲渡制限特約を結んだ場合に、常に合
理的との評価を前提として、その第三者効を認める。民法（債権法）改正検討
委員会・前掲注８）282頁参照。その典型例として想定されたのは、交互計算
類似取引と国際的なシンジケートローンなどである。民法（債権法）改正検討
委員会・第６回全体会議議事録・29頁〔道垣内委員発言〕参照。
164 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）284頁。
165 詳しくは、部会資料37・11頁参照。
166 民法（債権法）改正検討委員会・第３準備会「債権代位権、詐害行為取消権、
多数当事者の債権および債務の関係、債権譲渡（下）」NBL909号（2009年）51頁

〔小粥委員説明〕。
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ない場合には、一般的に特約は対抗しえないという解釈を採ることにな
る167。しかし、実務にでは譲渡制限特約はいかなる理由から利用されて
いるのかを精査する必要がある。
　〈ウ〉の場合について、譲渡制限特約の効力を制限したのは、①倒産
手続中で複数の債権者が債権を奪い合う局面において、債務者の意思（特
約の主張）によって、債権譲受人の地位を危うくすることは相当ではな
いこと、②債務者は、もはや譲渡制限特約を対抗できないこと、③悪意
又は重過失の譲受人が債務者に債権者であることを主張できず、破産管
財人には譲渡された債権を回収する誘因が乏しくなり、そのために誰も
債務者に対して権利を行使しないことになりかねないこと、と考えられ
る168。〈ウ〉のようなの規律が発動されると、これまで特約により保護さ
れてきた債務者の相殺の利益が、どうなるのか。特約の抗弁を否定する
とすれば、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
反対債権による相殺をもって譲受人に対抗することができないというこ
とになる。譲受人が早期に債務者対抗要件を備えた場合に、債務者の利
益状況がさらに悪化する。〈ウ〉を設ける場合には、併せて「債務者は、
譲渡人の倒産手続の開始決定時までに、譲渡人（又は、譲渡人の倒産手
続の開始決定時までに債務者に対抗できる譲受人であった者）に対して
生じた事由をもって対抗できる」旨の規定を別途設けるべきであるとの
意見がある169。この考え方を前提とすると、債務者が、対抗要件具備時
から倒産手続の開始決定時までの間に、譲渡人に対して取得した反対債
権による相殺をもって譲受人に対抗することができるというのである。
債務者が特約をもって譲受人に対抗することができないとしても、一応
のバランスが取れるといえよう。

167 民法（債権法）改正検討委員会・第３準備会「債権代位権、詐害行為取消権、
多数当事者の債権および債務の関係、債権譲渡（下）」NBL909号（2009年）51頁

〔道垣内委員発言〕。
168 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注８）285-286頁、民法（債権法）改正
検討委員会・第６回全体会議議事録・６頁〔小粥委員説明〕、民法（債権法）改
正検討委員会・第12回全体会議議事録・53頁。
169 徳田・前掲注27）20頁。大阪弁護士会『意見書──民法（債権法）改正について』

（2009年９月）154頁。
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第３款　民法（債権関係）部会における議論の推移
第１項　第１ステージでの議論
１　部会第７回会議
　事務局による提案では、譲渡制限特約の効力を譲受人に対抗できない
事由として、①譲受人に悪意または重過失がない場合、②債務者の承諾
があった場合、③譲渡人について倒産手続の開始決定があった場合が取
り挙げられている170。これらは、民法（債権法）改正検討委員会案が提示
した場合を踏襲したものである。
　上記の①②は、譲渡制限特約の効力について絶対的効力案を採る場合
だけでなく、相対的効力案を採る場合にも問題となり得るものである。
③は、譲渡制限特約の効力について相対的効力案を採ることを前提に、
提示されたものである。その理由としては、倒産手続の中で複数の債権
者が債権を奪い合う局面において、債務者の意思により譲渡制限特約の
効力を譲受人に対抗するか否かを選択させることは相当でないと考えら
れる171。倒産手続が開始した場合に、仮に悪意の譲受人であっても当然
債務者に対して権利を主張できると、債務者にとっては、倒産手続を開
始した途端に弁済先が変わる172。債務者は、もともとの債権者に弁済し
ても有効な弁済とはならない。ここにおいて、債務者にとって不利益が
あることになる。より具体的に言えば、債務者が、譲渡人に対する反対
債権による相殺の期待が一方的に奪われることにあるという問題があり
得る173。債務者の利益を保護するために、「債務者が、譲渡人の倒産手続
の開始決定時までに、譲渡人に対して生じた事由を主張することを認め
るべきであるとする考え方」が示された174。
　部会審議では、③の立法化に対して否定的な見解が多数を占めた。ま
ず、倒産手続の開始決定があったからといって、譲渡制限特約により保
護されている債務者の利益が当然に失われるわけではないという指摘が

170 部会資料９-１・３-４頁。
171 部会資料９-２・９頁。
172 部会第７回会議議事録・13頁〔中井委員発言〕。
173 部会資料９-２・９頁。
174 部会資料９-２・９頁。
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あった175。また、譲渡人の倒産手続開始決定の事実を債務者が知り得な
いということもあり得るため、倒産手続の開始決定があったことを債務
者が分かるような状態にしないと、債務者は二重払いのリスクがあるこ
とになる可能性があるので、何らかの手当てが必要ではないかという意
見も見られた176。さらに、銀行の利益保護の観点から、③の立法化を疑
問視する意見も示された177。譲渡人について倒産手続の開始決定があっ
た場合に、預金債権の譲渡が銀行との関係でも有効になると、銀行は「預
金債権の譲渡」ないし「倒産手続開始決定の有無」を管理する必要性が
生じる。ただし、銀行が譲渡人の「倒産手続開始決定の有無」を逐次把
握できるわけではない178。この管理に手落ちがあれば、不利益を蒙るお
それがある。③については、預金債権との関連で、相殺利益の確保だけ
でなく、過誤払いの危険や事務手続きの負担の観点から、さらに検討す
る必要がある。
　ところで、相対的効力案を採った場合には、「債務者に対抗できない
譲受人は、債務者に対する請求を行うことができず、一方、譲渡当事者
間において債権譲渡が有効であることから、仮に譲渡人や譲渡人の倒産
管財人等が当該債権を回収した場合であっても譲受人が不当利得返還請
求権（財団債権・共益債権等）を行使できる結果、譲渡人や譲渡人の倒
産管財人等も債務者に対する債権回収に精力を注がない」というデット
ロック状態が生じる可能性がある179。このようなデットロック状態を解
消するために、何らかの手当しておく必要がある。大阪弁護士会は、譲
渡人に倒産手続開始決定があった場合について明文化することに反対
し180、その代わりに「（債務者権利行使要件が備えられている場合で、）譲

175 部会第７回会議議事録・19頁〔中井委員発言〕、部会第７回会議議事録・21
頁〔深山幹事発言〕、部会第７回会議議事録・23頁〔高須幹事発言〕。
176 部会第７回会議議事録・21頁〔木村委員発言〕。
177 部会第７回会議議事録・21頁〔藤本関係官発言〕。
178 部会第７回会議議事録・21頁〔藤本関係官発言〕。
179 大阪弁護士会・前掲注３）383頁。
180 その理由として、譲渡人の倒産手続開始という債務者にとっては何らの帰
責性もない事象によって、債務者の特約による利益が奪われることは妥当でな
いこと、複数の譲渡通知が債務者に舞い込むという事態が生ずる場面において、
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渡人または譲受人が債務者に（相当期間を定めて）譲渡人に対する履行
を催告したにも拘わらず、債務者が履行しないとき。ただし、当該履行
をしないことが違法でないときは、この限りではない。」との規定を設
けることを提案する181。これによって、債務者がその債務を履行しない
場合に、譲渡人または譲受人が相当期間を定めて譲渡人に対する履行を
催告したにも拘わらず、債務者がその期間内に履行しないときは、債務
者はもはや特約を譲受人に対抗することができないこととなる。つまり、
債務者に対抗できない譲受人が、これによって債務者に対抗できる譲受
人に昇格する182。
　なお、仮に上記の提案を採る場合であっても、さらに「債務者は、譲
受人に対し、譲渡制限特約が対抗できなくなる時までに、譲渡人（または、
その時までに債務者に対抗できる譲受人であった者）に対して生じた事
由をもって対抗できる」との規定を別途設ける必要があるとする183。債
務者は、特約対抗不能時より後に譲渡人に対する反対債権による相殺を
もって譲受人に対抗することができないとしても、一応のバランスは取
れているといえよう。
２　部会第22回会議
　部会資料22では、譲渡制限特約の効力を譲受人に対抗できない事由と
して、①譲受人に悪意・重過失がない場合、②債務者の承諾があった場
合、③譲渡人について倒産手続の開始決定があった場合が取り上げられ
た。これらは、部会資料９が挙げた場面を踏襲したものである。ただ、
両部会資料は、③の立法化の根拠をどこに求めるかという点で違いを見
せている。部会資料９は、倒産手続の中で複数の債権者が債権を奪う局
面において、債務者の意思により特約の効力を譲受人に対抗するか否か
を選択させることは相当でないということを理由とするのに対して、部
会資料22は倒産管財人等の債権回収のインセンティブが働かなくなる恐

特約の存在意義があること、などが考えられる。大阪弁護士会・前掲注３）383頁。
181 大阪弁護士会・前掲注３）383頁。
182 大阪弁護士会・前掲注３）385頁。
183 大阪弁護士会・前掲注３）383頁。
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れがあるという問題意識を踏まえる184。
　なお、③と関連して、④譲渡人の倒産手続の開始決定後に第三者対抗
要件を具備した譲受人に対して、債務者が譲渡制限特約の効力を対抗す
ることの可否、⑤譲渡制限特約の存在について悪意の譲受人に対して譲
渡された後、譲渡人の債権者が譲渡制限特約付債権を差し押さえた場合
に、債務者が譲受人に対して譲渡制限特約の効力を対抗することの可否
といった論点も提示された。
　部会審議では、債務者保護の観点から、③に対して疑問的な見解が多
く示された。まず、譲受人が譲渡制限特約につき悪意である場合に、倒
産手続の開始決定がされた前は譲渡人（又は善意の他の譲受人）が権利
行使できたのに、開始決定があると、悪意の譲受人が権利行使できるこ
とによって、債務者の利益が害されるおそれがあるとの指摘があっ
た185。また、倒産手続の開始決定により譲渡された債権を行使する者が
変更しており、債務者の権利行使者に対抗できる抗弁の基準時が不明と
なりかねないとの懸念が表明された186。さらに、考慮要素の１つとして、

「債務者にとり倒産手続の開始決定の有無を確認することが必ずしも容
易とは限らないこと」も加えてほしいという意見もあった187。③はデッ
トロック状態を解消するためのものであり、これにより悪意の譲受人が
債務者に対して自ら債権者であることを主張することができる。しかし、
この弁済先の問題は、債務者が債権の譲渡人に対する抗弁をもって譲受
人に対抗するという問題とは、まったく別問題である。いずれにせよ、
譲渡人に倒産手続の開始決定があったからといって、債務者の保護の必
要性が変わるわけではない188。③と関連して、特約を対抗できない新た
な事由として取り上げられた⑤の根拠はどこに求めるか。この問題に対

184 部会資料９-２・９頁、部会資料22・２頁。③を規定すべきとする理由につ
いて、松尾関係官は部会第22回会議において、「債権を奪い合うような状況に
なった場合には債務者は譲渡禁止特約によって保護される利益が失われる」と
説明した。部会第22回会議議事録・６頁〔松尾関係官発言〕。
185 部会第22回会議議事録・３頁〔中井委員発言〕。
186 部会第22回会議議事録・３頁〔中井委員発言〕。
187 部会第22回会議議事録・４頁〔佐成委員発言〕。
188 部会第22回会議議事録・５頁〔岡本委員発言〕。
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しては、松尾関係官は、「債権を奪い合うような状況になった場合には
債務者は譲渡制限特約によって保護される利益が失われる」という理由
が⑤の場合にも妥当すると説明した189。また、⑤の趣旨は差押債権者と
の関係では特約の効力が否定されるという判例法理に似っているとの見
解も見られた190。
３　部会第25回会議
　第25回会議において、譲渡制限特約の効力を譲受人に対抗できない場
合について、譲渡人について倒産手続の開始決定があった場合だけでな
く、倒産手続開始前でも「インセンティブの問題」が起こる可能性があ
るとの指摘もされた191。例えば、第三者間の競合のない単純な債権譲渡
の場合に、譲受人が譲渡制限特約について悪意であっても、債権譲渡が
有効であるから、譲渡人が債権を回収しても、それを悪意の譲受人に引
き渡さなければならないため、回収のインセンティブが働かなくなる。
また、債権の二重譲渡の場合に、悪意の譲受人が先行しているときは、
善意の譲受人が回収のインセンティブ働かなくなる。このような問題意
識を踏まえて、「譲渡人について倒産手続の開始決定があった場合」の
別案として「譲渡人は又は譲受人が、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（当該履行をしないことが違法でないときを除く）には、債務者は
譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないとする」考え方が示さ
れた192。これによって、悪意の譲受人は債務者に対して請求できること
となる。債務者にとっては、弁済先が変更することとなる。そして、債

189 部会第22回会議議事録・６頁〔松尾関係官発言〕。
190 部会第22回会議議事録・６頁〔深山委員発言〕。
191 部会第25回会議議事録・22頁〔岡本委員発言〕。
192 部会第25回会議議事録・22頁〔岡本委員発言〕。「債務者が期限が到来して
いるのに払わない、つまり、延滞状態になっているときに、なお特約の有効性
を認める必要があるのかという切り口から考えば、そのような場合には悪意の
譲受人であっても、譲受人のほうか債務者に対して履行請求ができる、このよ
うな形にすれば相対的効力案を採っても、デットロック状態が解消できるので
はないか、譲渡制限特約付債権の流動化ないし資金調達に資するのではないか
という観点から、提案していおります」という。
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務者が譲渡人に対する抗弁を悪意の譲受人に主張できるかは、不十分な
検討に止まっているのである。
４　部会第26回会議
　「中間的な論点整理」では、譲渡制限特約を対抗できない事由として
①譲受人に悪意又は重過失がない場合、②債務者の承諾があった場合、
③譲渡人に倒産手続の開始決定があった場合、④債務者の債務不履行の
場合が取り上げられた193。④は、部会25回会議での問題提起194を受けて
新たに提示されたものである。すなわち、「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（ただし、履行をしないことが違法でな
いときを除く。）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」との考え方である。その理由としては、「譲渡禁止特約
によって保護されるべき債務者の利益が失われる」ことに求められる195。
　また、③を採ることを前提に、「譲渡人の倒産手続の開始決定後に譲
渡禁止特約付債権を譲渡し、第三者対抗要件を具備した譲受人に対して、
債務者が譲渡禁止特約を対抗することの可否について、検討してはどう
か」や、「譲渡禁止特約の存在について悪意の譲受人に対して譲渡がさ
れた後、譲渡人の債権者が譲渡制限特約付債権を差し押さえた場合も、
複数の債権者が債権を奪い合う局面である点で、倒産手続が開始された
場面と共通することから、譲渡制限特約の効力について上記の考え方が
適用されるべきであるという考え方がある。このような考え方を採用す
ることの当否についても、検討してはどうか」といった論点も提示され
た196。
５　小括
　これまで、第１ステージで検討された様々な提案を見てきたが、以下

193 中間的な論点整理・108頁以下。
194 中間的な論点整理の補足説明・110頁。「譲渡人の債権回収のインセンティ
ブが働かない事態が生ずると、相対的効力案を採用したとしても、資金調達が
阻害されるおそれがある」という。
195 中間的な論点整理・42-44頁。
196 中間的な論点整理・43頁。
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ではこれらの提案の整理を試みる。

譲渡制限特約を譲受人に対抗できない事由

第７回
（22.4.13）

①譲受人に悪意又は重過失がない場合
②債務者の承諾があった場合
③譲渡人に倒産手続の開始決定があった場合

第22回
（23.1.25）

①譲受人に悪意又は重過失がない場合
②債務者の承諾があった場合
③譲渡人に倒産手続の開始決定があった場合
④譲渡人の倒産手続の開始決定後、譲受人が第三者対抗要件
を具備した場合
⑤特約付債権が悪意の譲受人に譲渡された後、譲渡人の債権
者が特約付債権を差押え場合

第25回
（23.3.8）

①譲受人に悪意又は重過失がない場合
②債務者の承諾があった場合
③譲渡人に倒産手続の開始決定があった場合
④譲渡人の倒産手続の開始決定後、譲受人が第三者対抗要件
を具備した場合
⑤特約付債権が悪意の譲受人に譲渡された後、譲渡人の債権
者が特約付債権を差押え場合
⑥債務者の債務不履行の場合

第25回
（23.4.12） 同上

　第１ステージでは、相対的効力案を採ることを前提に、譲渡制限特約
を譲受人に対抗できない事由として、「譲渡人に倒産手続の開始決定が
あった場合」や、「特約付債権が悪意の譲受人に譲渡された後、譲渡人
の債権者が特約付債権を差押え場合」や、「債務者の債務不履行の場合」
などの場合が示された。
　これらの場合において、本来債務者に対抗できない譲受人（悪意又は
重過失）が債務者に対抗できる譲受人に昇格することなり、債務者にとっ
て弁済先が変更することとなる197。しかし、これに対して、悪意又は重
過失のある譲受人が債務者に権利行使できることにより、債務者の利益
が害されるおそれがあり、また、抗弁の基準時が不明となりかねないと

197 大阪弁護士会・前掲注３）385頁参照。
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の指摘があった198。悪意又は重過失の譲受人が債務者に請求することが
できるとしても、債務者の保護の必要性が変わるわけではない199。する
と、債務の弁済先が悪意又は重過失のある譲受人であったとしても、債
務者は譲渡人に対する抗弁を悪意又は重過失のある譲受人に対抗できる
という考え方はあり得るはずである。

第２項　第２ステージでの議論
１　部会第45回会議
　部会第45回会議で検討の対象とされた部会資料37は、先にみた第１ス
テージでの議論を踏まえ、次のような場合には債務者は譲受人に譲渡制
限特約を対抗することができないとする200。

　イ　相対的効力案を採用する場合の譲渡禁止特約の効力の制限
　前記アで、相対的効力案を前提として、甲案を採用する場合には、
さらに、以下の①から③までのうち全部又は一部の規定を設けると
いう考え方があり得るが、どのように考えるか。
　①譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意又は重過失であって
も、譲渡人（又は譲受人）が、債務者に対して譲渡人への履行を催
告したにもかかわらず、相当期間内に債務者が履行しないとき（た
だし、債務不履行による責任を負わないときを除く。）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ものとする。
　②譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意又は重過失であって
も、譲渡人について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は
更生手続開始の決定があった場合には、債務者は、これらの決定前
に第三者対抗要件を具備していた譲受人に対して譲渡禁止特約を対
抗することができない旨の規定を設けるものとする。
　③譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意又は重過失であって
も、譲渡制限特約付債権についての差押えに対して、譲受人による
第三者異議の訴えにより、強制執行の不許が認められた場合には、

198 部会第22回会議議事録・３頁〔中井委員発言〕参照。
199 部会第22回会議議事録・５頁〔岡本委員発言〕参照。
200 部会資料37・19-20頁。
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債務者は譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗することができない旨
の規定を設けるものとする。
　なお、②又は③に基づく規定を設ける場合には、債務者対抗要件

（権利行使要件）の具備後、②又は③所定の事由の発生を債務者が
知った時（知ることができた時）までに生じた抗弁を、譲受人に対
抗できるとする規定の要否について、更に検討するものとする。

　①においては、債務者が債務不履行責任を負う場合には、端的に譲渡
制限特約の効力を否定するのではなく、催告手続を要することにしてい
る。仮に催告手続を不要とすると、譲渡された債権の履行期が過ぎた瞬
間に、債務者は譲渡制限特約を譲受人に対抗できなくなる。具体的には、
債務者の譲渡人に対する反対債権が譲渡された債権の履行期の時点で発
生していない場合には、債務者は相殺の抗弁を譲受人に対抗することが
できないことになる。債務者は、譲渡された債権について債務不履行に
陥りつつも、ちょっと先の時点で反対債権が発生することを待って相殺
することによる期待が保護に値すると考えられる。①にいう催告手続の
意義は、債務者に若干の猶予を与えることにある。また、①について譲
渡人のみならず譲受人にも催告を認めるかという点については、譲渡人
のみに認めた場合には、譲渡人から特段の催告がなければデットロック
状態は解消しないので、譲受人にも認めるのが適当であると考えられ
る201。
　②は、譲渡人について破産手続開始の決定のみならず、再生手続開始
の決定又は更生手続開始の決定があった場合には、債務者は、これらの
決定前に第三者対抗要件を具備していた譲受人に対して譲渡制限特約を
対抗することができないとする。これは、事業再生期間中の資金調達が
可能となることを理由として特約の対抗を否定する立場を採用するもの
である202。
　③は、譲渡制限特約付債権の譲渡と差押えが競合した場合についても、
債務者は特約を譲受人に対抗できないとする規定を設けることを提案す

201 部会第45回会議議事録・17頁〔中井委員発言〕。
202 中間的な論点整理の補足説明・110頁参照。
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るものである。このような考え方を採用することの当否については、部
会では当初から議論され、中間的な論点整理にも存在する203。具体的な
規定のあり方については、③は譲受人に譲渡制限特約を対抗できなくな
る時点を「譲渡制限特約付債権についての差押えに対して、譲受人によ
る第三者異議の訴えにより、強制執行の不許が認められた時点」とする。
　前述のとおり、事務当局による提案は、①②③の場合には、債務者は
譲受人に譲渡制限特約を対抗することができないことにした。譲渡制限
特約を対抗できないという趣旨は、特約に違反する債権譲渡は債務者と
の関係でも有効となって、そのような債権譲渡がなかったものとして行
動することができないということである。債務者にとっては、譲渡され
た債権の弁済先は、変更することとなる。しかしながら、譲渡された債
権の弁済先は譲受人であるという話しと、債務者が譲渡人に対する抗弁
を譲受人に対抗することができるという話しとは、別問題である。事務
当局による提案は、②又は③に基づく規定を設けた上で、債務者対抗要
件の具備後、②又は③所定の事由の発生を債務者が知った時（知ること
ができた時）までに生じた抗弁を、譲受人に対抗できるとする。第45回
会議で、①についても、②又は③の規定を設けた場合のなお書きと同様
に、債務者対抗要件が具備した後、①の場合、履行を催告したが、履行
しないという時点までに譲渡人に対して生じた抗弁については、譲受人
に対抗できるとの意見があった204。また、②又は③の明文化に疑問視す
る意見もあった205。すなわち、譲渡人について破産手続開始の決定など
があったとしても、債務者は従来の債権者である譲渡人の破産管財人に

203 部会資料22・２頁、部会資料25・42頁、中間的な論点整理の補足説明・109頁。
204 部会第45回会議議事録・17頁〔中井委員発言〕。「大阪弁護士会の意見とし
ては、①についても、②、③の規定を設けた場合のなお書きと同様に、債務者
対抗要件が具備した後、①の場合、履行を催告したけれども、履行しないとい
う時点までに生じた抗弁については、譲受人に対抗できるという規定を設ける
のが適当であると考えております。」という。
205 部会第45回会議議事録・17頁〔中井委員発言〕。「大阪弁護士会としては、②、
③については規定を設けないという考え方ですけれども、①についてはなお書
きに当たる規定を設けるべきであると考えています」という。「譲渡完全有効
＋譲受人への抗弁可能」という発想は、部会第45回会議で既に生まれたと言える。
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払えてよくて、それを払わなければ、悪意の譲受人が債務者に対して権
利行使すればいいので、①のような規律を②の場面でも適用すれば足り
る206。②又は③の意義に関しては再検討する必要がある。
２　部会第66回会議
　事務局による提案では、次のような案が提示された207。

　（４）上記（３）に該当する場合であっても、次に掲げる事由が生
じたときは、債務者は、譲渡制限特約をもって譲受人に対抗するこ
とができないものとする。この場合において、債務者は、当該特約
を譲受人に対抗することができなくなった時まで（ウについては、
当該特約を対抗することができなくなったことを債務者が知った時
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
ができるものとする。
　ア　譲渡人又は譲受人に対して、当該債権の譲渡を承諾したこと。
　イ　債務者が債務の履行について遅滞の責任を負う場合におい
て、譲受人が債務者に対し、相当の期間を定めて譲渡人に履行すべ
き旨の催告をし、その期間内に履行がないこと。
　ウ　譲渡制限特約がある債権の譲受人がその債権譲渡を第三者に
対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人について
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定があったこと。
　エ　譲渡制限特約がある債権の譲受人がその債権譲渡を第三者に
対抗することができる要件を備えた場合において、譲渡人の債権者
が当該債権を差し押さえたこと。
　（注）上記（４）ウ及びエについては、規定を設けないという考え
方がある。

　上記のような提案では、譲渡制限特約を譲受人に対抗できない場合と
して、①債務者が譲渡人又は譲受人に対して債権譲渡を承諾した場合、
②債務者は履行を遅滞している場合、③譲受人が第三者対抗要件を具備

206 ③についても同じ理屈で不要であるとする。部会第３分科会第３回会議議
事録・63頁〔中井委員発言〕。
207 部会資料55・15頁。
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した後に譲渡人に倒産手続開始の決定などがあった場合、④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が挙げられ
ている。これらは、部会資料37で指摘された場合を踏襲したものである。
ここで、特に言及する必要があるのは、②と④である。②は、部会資料
37の提案と異なって、債務者に対して譲渡人への履行の催告する権限を
譲受人だけに付与する。譲渡人は、このような権限を有していない。④
のような規定を設ける場合には、譲受人に譲渡制限特約の効力を対抗で
きなくなる時点をどのように考えるかは問題となる。また、④の存在意
義も疑問する余地がある。このような規定がなかったら、債務者は、債
権譲渡を承諾した上で、悪意の譲受人に対して履行することができ、承
諾しなかったときは、譲渡人に対して履行することができる。これに対
して、このような規定を設けると、債務者は悪意の譲受人に対して履行
しなければならないこととなる。つまり、債務者にとっては、差押債権
者の登場により、譲渡制限特約によって保護される弁済先を固定する利
益が失われることとなる。ただし、部会資料55では、悪意の譲受人に劣
後する差押債権者は、譲渡制限特約の存在について何ら固有の利益を有
しないのに、何故債務者はこの者の登場により、不利益を受けるのか。
部会資料55の説明によれば、④は、「譲渡制限特約付債権が差し押さえ
られると、本来、債務者は特約を対抗することができず（本文（５））、
特約によって保護されるべき債務者の利益が失われると評価することが
できる一方、差押えがされる局面においては、譲受人が債権全額を回収
することができないおそれがあるため、譲受人を保護する必要性が高い
点を考慮したものである」208。前段は、既に検討したとおり、理由になら
ない。後段は、譲受人保護の必要性を理由に、譲渡制限特約の効力を制
限しようとするものである。これに対して、債務者の利益保護の観点か
ら、④のような規定を設けるべきではいとする考え方があり得る。
　なお、上記の①から④までの各事由が生じ、債務者が譲受人に対して
譲渡制限特約を対抗できなくなった場合に、各事由が発生するまでに生
じていた譲渡人に対する抗弁を譲受人に対して対抗することができない
とすると、譲渡制限特約によってそれまで保護されていた債務者の抗弁

208 部会資料55・16頁。
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が各事由の発生によって失われることになり、債務者に生ずる不利益が
大きいと考えられる209。債務者の抗弁を保護したいのであれば、別の立
法的な解決が必要となる。部会資料55は、抗弁切断基準時の特則を定め
ることによって、債務者の保護を図る（本文（４）柱書後段）。つまり、
上記の各事由の発生により譲渡制限特約の第三者効が否定されたとして
も、特約によって保護されている債務者の利益は、本文（４）柱書後段
の限度で保護されることになる。債務者は、各事由が発生した後に生じ
た譲渡人対する抗弁を譲受人に対抗することができないが、一定のバラ
ンスが取れると言えよう。

209 部会資料55・16頁。




