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効力に関する比較法的研究（３）
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３　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、譲渡制限特約を
譲受人に対抗できない事由について次のような案を提案した210。

　（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　債務者が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

210 中間試案の補足説明・233頁以下。

　　第１款　問題意識
　　第２款　民法（債権関係）部会における議論の推移
　　第３款　民法改正の経緯の与える示唆� （以上、72巻２号）
第３章　日本における民法改正の経緯と議論（その２）
第４章　日本改正法における債権譲渡制限特約の全体像の分析
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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こと。
　（注１）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。

　本文（４）イは、「中間試案の補足説明」によると、「特約違反の債権
譲渡を有効としつつ、弁済の相手方を譲渡人に固定する限度で特約の効
力を認める場合には、譲渡人と譲受人のいずれも債務者に対して履行を
請求することができないことになるが、そうすると、譲受人にとっては
債務者が任意に債務を履行しない場合には債権の回収が困難となる一方
で、債務者が履行を遅滞している場合まで、譲受人の債権の回収の必要
性を犠牲して譲渡制限特約によって債務者の利益を保護する必要はない
との考慮に基づく」のである211。
　本文（４）ウは、「譲渡人の受領権限を破産管財人等が承継すると、譲
渡制限特約付債権は破産財団等に帰属しないにもかかわらず、譲受人が
債権全額の回収を受けることができなくなるおそれが生じ、譲受人の保
護に欠けることになる一方で、譲渡人からその破産管財人等が受領権限
を承継するのであるから、債務者にとっては、弁済の相手方を固定する
債務者の利益はもはや失われている場合であると評価することができ
る」ことを考慮したものである212。
　本文（４）エは、「譲渡制限特約付債権が差し押えられると、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たと評価することができる一方で、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が高い点」を考慮して設け
られたものである213。
　上記の本文（４）ウ及びエに対しては、債務者の利益保護の観点から、
これらのような規定を設けるべきではないとする考え方があり、注記と
して取り上げられた。その理由としては、これらのような規定が設けら

211 中間試案の補足説明・237頁。
212 中間試案の補足説明・234-235頁。
213 中間試案の補足説明・238頁。
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れると、①「第三者対抗要件を具備した譲受人が現れた場合に、その記
録を保管しなければならない負担を債務者が強いられることになるが、
それは、現実的に対応困難である」こと、②「譲渡人について倒産手続
開始の決定によって、債務者の利益が失われるとすることを正当化する
ことはできない」ことが挙げられている214。しかし、これらの理由に対
して、次の反論がある。まず、①については、「譲受人が善意無重過失
である可能性があることを考慮すれば、譲渡制限特約が付されていても、
債務者は通知の到達等の記録を保管していなければ、誤弁済のリスクを
負担することになるはずであるので、本文ウ及びエが、第三者対抗要件
及び権利行使要件を譲受人が具備したことについての主張立証責任を、
譲受人自身が負担することを前提としていることを考慮すると、これら
の規定が設けられることによって債務者が記録保管の負担を当然に強い
られるわけではない」という反論がある215。②については、譲渡人に倒
産手続開始の決定があったときや譲渡人の債権者に優先して回収し得る
ことが担保されていることが、資金調達の支障の除去という観点からは
不可欠である」という反論もある216。
　なお、「本文（４）アからエ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することができなくなった場合に、各事由が発
生するまでに生じ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
務者の抗弁が各事由の発生によって失われることになるが、それでは債
務者に生ずる不利益が大きい」という指摘がされる。事務当局による改
正案は、この指摘を踏まえて、本文（４）柱書第２文において、改正前
法468条２項の特則を定めることによって、債務者の抗弁を保護する。
４　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。

214 中間試案の補足説明・238頁。
215 中間試案の補足説明・238頁。
216 中間試案の補足説明・238頁。
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第３項　第３ステージでの議論
１　部会第83回会議
　譲渡制限特約を譲受人に対抗できない事由について、次のような案が
提示された217。

　（３）上記（２）後段に該当する場合であっても、債務者が債務を
履行しないときにおいて、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、上記（２）の特約を譲受人に対抗
することができない。

　まず、中間試案からの変更点を確認しておく。中間試案からは、債務
者は譲渡制限特約を譲受人に対抗できない場面が変更されている。中間
試案では、①債務者が債権の譲渡を承諾した場合、②債務者が債務の履
行について遅滞の責任を負う場合、③譲渡人について破産手続開始の決
定などがあった場合、④特約がある債権の譲受人がその債権譲渡を第三
者対抗要件を備え、譲渡人の債権者が当該債権を差押えた場合には、債

217 部会資料74A・１頁。

譲渡制限特約を譲受人に対抗できない事由

第45回
（24.4.17）

①債務者の債務不履行の場合。
②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。
③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。
なお、②及び③のような規定を設ける場合には、抗弁切断の
基準時に関する特約を設ける。

第66回
（25.1.15）

①及び②は、同上。
③特約がある債権の譲受人がその債権譲渡を第三者対抗要件
を備えた場合において、譲渡人の債権者が当該債権を差押え
た場合。
なお、債務者は、当該特約を譲受人に対抗できなくなった時ま
でに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる。

第71回
（25.2.26） 同上
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務者は特約をもって譲受人に対抗することができないとされるのに対し
て、部会資料74A では、②だけが取り上げられた。事務当局による部
会資料74A の説明では、①は解釈によって導くことが容易であり、規
定を設ける必要性が高くないという説明がされた218。また、②の具体的
な規定のあり方について、中間試案からは変更されている。中間試案で
は、「債務者が債務の履行について遅滞の責任を負う場合」とするのに
対して、部会資料74A では「債務者が債務を履行しない場合」という表
現を用いている219。なお、中間試案では、②のような規定を設ける一方、
債務者は特約を譲受人に対抗することができなくな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ことを明記
しており、部会資料74A では、このような規律を取り上げないことと
した。その理由としては、「素案（３）との関係では、権利行使要件が具
備された後にされた弁済等によって債務者が消滅した場合には、『債務
者が債務を履行しない場合』という要件を充足せず、素案（３）の規律
が適用される余地がなくなる」ということが挙げられている220。
　既に確認したように、部会資料74A では、③及び④のような規律が
取り上げられなかった。その理由としては、「譲渡人についての破産手
続開始の決定があったことなど、債務者とは関係のない事由が生じたこ
とによって、弁済の相手方を固定することによっての債務者の利益が奪
われるのは不当である」こと、「譲渡制限特約を付していても、譲渡人
について破産手続開始の決定があったこと等の事由が生じた場合に備え
て、第三者対抗要件具備の先後を把握し、管理しておかなければならな
いという負担が増えるが、これでは譲渡禁止特約によって従来保護され
てきた債務者の利益が引き続き保護されるとは言い難い」ことが挙げら
れる221。他方、部会資料74B の説明では、債権譲渡による資金調達の促
進に資すべき観点から、これに代わる規律を設けることの可否をさらに

218 部会資料74A・５頁。
219 部会資料74A・５頁。
220 部会資料74A・５頁。
221 部会資料74B・13-14頁。
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検討する必要があるとの指摘がされている222。
　以上の改正案に対して、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。以上の改正案を採用する場合には、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223。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224。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。
　第１の考え方は、譲受人だけではなく、譲渡人にも催告権限を与える
とする225。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、上記のような見解と異なっており、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

222 部会資料74B・14頁。
223 部会資料74A・５頁。
224 三浦・前掲注115）。
225 部会第83回会議議事録・35-37頁〔中井委員発言〕。
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を解消するための制度と位置付けている226。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227。
　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228。「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229。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
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230。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231。預金債権をイメージしながら、（３）の精密にすることを
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232。（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

226 部会第83回会議議事録・36頁〔中井委員発言〕。
227 部会第83回会議議事録・36頁〔松尾関係官発言〕。
228 部会第83回会議議事録・40頁〔潮見幹事発言〕。
229 部会第83回会議議事録・41頁〔内田委員発言〕。
230 部会第83回会議議事録・41頁〔内田委員発言〕。
231 部会第83回会議議事録・41頁〔山野目幹事発言〕。
232 部会第83回会議議事録・41頁〔山野目幹事発言〕。
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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233。
２　部会第89回会議
　部会資料78B では、譲渡制限特約の効力を制限する場合として次のよ
うな案が提示された234。

　（３）次のような規律を設けることが考えられるが、どうか。
　譲渡制限特約が付された金銭債権が悪意又は重過失の譲受人に譲
渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があっ
たときは、その譲渡を第三者に対抗することができる譲受人は、債
務者にその譲渡された金銭債権の全額を供託させることができる。
この場合においては、上記（２）イ及びウの規定を準用する。

　（３）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
れた場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、
譲受人の請求によって供託を義務付けることができるという考え方を取
り上げている235。（３）の提案に関しては、中間試案の段階では、譲渡人
について破産手続開始などの決定があった場合には、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という提案が示された。
これに対して、債務者保護の観点からの反対意見も示された。このよう
な議論の過程で、部会資料74A では、その規律が提案として取り上げ
られていなかった。第89回会議で検討の対象とされた部会資料78B では、
これまでの議論は、譲渡人に破産手続開始の決定があった場合には、第
三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者に譲渡された債権の全額を供託
させることができるという形で復活した236。中間試案の考え方と部会資
料78B の考え方のいずれも、譲受人の保護の観点から提示されたもので

233 部会第83回会議議事録・38頁〔内田委員発言〕。
234 部会資料78B・５頁以下。
235 部会第89回会議議事録・９頁〔松尾関係官説明〕。
236 部会第89回会議議事録・19頁〔深山幹事発言〕。
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ある。ただ、両者は、次の点で違いを見せている。中間試案のもとでは、
債務者は破産手続開始決定の有無を調査する必要があるのに対して、部
会資料78B のもとでは、債務者はこれを調査する必要がない。中間試案
の考え方と比べて、部会資料78B の考え方を採用する場合には、債務者
の負担は比較的軽いと思われる。
　なお、（３）の規律を設けた場合には、譲受人による供託請求の時点
までに債務者が有していた相殺の期待については保護する必要があるこ
とを理由に、抗弁切断の基準時について、特則を設けるべきとする指摘
もされている237。つまり、「権利行使要件の具備」を「譲受人による供託
の請求」と読み替える規定などを設けることを別途検討する必要がある。
　部会における議論の中心は、譲渡人に破産手続が開始した場合の明文
化の要否及びその理由である。（３）からすれば、譲受人が第三者対抗
要件を具備した場合において、①譲渡人の債権者が当該債権を差し押え
たこと、②譲渡人について再生手続開始又は更生手続開始の決定があっ
たことが生じたときは、（３）の規律は、適用されない。これに関しては、
なぜ破産手続開始の決定があった場合のみを取り上げるのか、その理由
は明らかではないという指摘がされた238。事務当局の説明によれば、そ
れは、なぜこの規律を設けるのかというところの理由が変わっているこ
とと関係する239。具体的には、中間試案までは、債権の奪い合うような
状況になった場合には、弁済の相手方が固定されるという利益が失われ
てもやむを得ないという説明で、①及び②のような場合に、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という考え方を
取り挙げられている。パブリックコメントの手続に寄せられた意見を踏
まえると、譲受人が譲渡人を通じて譲渡された債権の全額を回収するこ
とができないという事態に何らかの対応をする必要があるとの意見が多
数示された。このような事態に対応するという観点から、①の明文化に
ついて理論的な理由がないと考えられる240。また、②の明文化について

237 部会資料78B・11頁。
238 部会第89回会議議事録・22-23頁〔中井委員発言〕。
239 部会第89回会議議事録・23頁〔松尾関係官発言〕。
240 部会第89回会議議事録・23頁〔松尾関係官発言〕。



論　　　説

北法72（2・211）487

は、共益債権として保護されるのであれば、実際上、譲渡された債権を
回収することができないということを前提に規律を組み立てると、おそ
らく異論が強く出てくるとも考えられる241。
３　部会第93・96回会議
　第93回会議で検討の対象とされた部会資料81-１では、譲渡制限特約
を譲受人に対抗できない場合について次の改正案がなされた242。

　（２）債権の譲渡性を制限する特約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
　債権の譲渡性を制限する特約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、次のような規律を設けるものとす
る。
　（１）イの規定は、（１）アに規定する場合において、債務者が債
務を履行せず、悪意又は重大な過失がある第三者が相当の期間を定
めて譲渡人に対する履行の催告をし、その期間内に履行がないとき
は、その債務者については、適用しない。
　（３）債権の譲渡性を制限する特約が付された債権の債務者の供
託
　債権の譲渡性を制限する特約が付された債権の債務者の供託につ
いて、次のような規律を設けるものとする。
　イ　ア（ア）に規定する場合において、譲渡人について破産手続
開始の決定があったときは、（１）イの規定にかかわらず、債権者（そ
の金銭債権の全額を譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡に
つき第三者に対抗することができるものに限る。）は、債務者にそ
の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さ
せることができる。この場合においては、ア（イ）及び（ウ）の規定
を準用する。

　部会資料81-１第２、１（２）は、部会資料74A 第１、１（３）の規律
を実質的に維持するものであり、「債務者は、譲渡制限特約を譲受人に

241 部会第89回会議議事録・23頁〔松尾関係官発言〕。
242 部会資料81-１・１頁以下。
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対抗することができなくな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」ということを取り上げていない。
なお、部会資料81-１第２、１（３）イも、部会資料78B 第３、１（３）
の規律を基本的に採用するものであり、債務者の抗弁切断の基準時につ
いて特則を設けないこととしている。債務者は、譲受人から供託の請求
を受け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
ことができるのか、という点が問題となる。
４　部会第97回会議
　事務局による「要綱案の原案」では、譲渡制限特約を譲受人に対抗で
きない場合について次のような提案が示された243。

　（２）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
　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、次のような規律を設けるものとする。
　（１）イの規定は、債務者が債務を履行せず、（１）イに規定する
第三者が相当の期間を定めて譲渡人に対する履行の催告をし、その
期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
　（３）譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託
　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、次
のような規律を設けるものとする。
　イ　ア（ア）に規定する場合において、譲渡人について破産手続
開始の決定があったときは、（１）イの規定にかかわらず、債権者（そ
の金銭債権の全額を譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡に
つき第三者に対抗することができるものに限る。）は、債務者にそ
の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さ
せることができる。この場合においては、ア（イ）及び（ウ）の規定
を準用する。
４　債権譲渡と債務者の抗弁（民法第468条関係）
（１）異議をとどめない承諾による抗弁の切断

243 部会資料84-１・31頁以下。
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　民法第468条の規律を次のように改めるものとする。
　ウ　１（２）の場合におけるイの規定の適用については、イ中「対
抗要件具備時」とあるのは、「１（２）の相当の期間を経過した時」
とし、１（３）イの場合におけるイの規定の適用については、イ中「対
抗要件具備時」とあるのは、「１（３）イの規定により１（３）イの
譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
（２）債権譲渡と相殺
　債権譲渡と相殺について、次のような規律を設けるものとする。
　ウ１（２）の場合におけるア及びイの規定の適用については、こ
れらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「１（２）の相当の期
間を経過した時」とし、１（３）イの場合におけるこれらの規定の
適用については、これらの規定中�「対抗要件具備時」とあるのは、

「１（３）イの規定により１（３）イの譲受人から供託の請求を受け
た時」とする。

　部会資料84-１第19、４（２）ア及びウは、部会資料83-１第19、４（２）
ア及びウを踏襲するものであるが、そのア及びウに加えて、債務者の抗
弁切断基準時について特則を設けている。すなわち、債務者の債務不履
行により譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、債務者
がその期間内に債務を履行しない場合において、「対抗要件具備時」は、

「相当の期間を経過した時」と読み替えられる。また、譲渡人の破産に
より、債務者は譲受人からの供託請求を受けた場合において、「対抗要
件具備時」は、「供託の請求を受けた時」と読み替えられる。これによっ
て、債務者は、これらの時点より後に譲渡人に対して反対債権を取得し
たとしても、一定の場合にはその相殺の抗弁が保護されることになる。
５　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場合
第83回

（26.2.4） 債務者の債務不履行の場合
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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
　改正法466条４項は、債務者が債務を履行しない場合に、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している244。債務
者は、相当の期間内に債務を履行しないときは、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。これは、①「特約違反の債権譲渡を
有効としつつ、弁済の相手方を譲渡人に固定する限度で特約の効力を認
める場合には、譲渡人と譲受人のいずれも債務者に対して履行を請求す
ることができないことになるが、そうすると、譲受人にとっては債務者
が任意に債務を履行しない場合に債権の回収が困難となる」ことと、②

「債務者が履行を遅滞している場合にまで、譲受人の債権の回収の必要
性を犠牲にして譲渡制限特約によって債務者の利益を保護する必要はな
い」ことを考慮した上で作成されたものである245。
　他方、改正法466条の３は、譲渡人について破産手続開始の決定があっ
た場合において譲受人は債務者に供託することを求めることができると

244 部会資料74A・４頁。
245 部会資料74A・４-５頁。②について、一般論として「その弁済期に遅れた
弁済について弁済事務の円滑化や過誤払いの防止の利益を保護する必要はない
し、また、自ら債務不履行に陥り、債権者又は債務者から履行の催告を受けた
後に敢えて取得した反対債権による相殺の期待まで保護する必要がない。」と
いえる。大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志・前掲注13）。ただ、その
論理は預金債権について同様に妥当させるべきは疑問する余地がある。

第89回
（26.5.27） 同上

第93回
（26.7.8）

①債務者の債務不履行の場合
②譲受人供託請求権

第96回
（26.8.26） 同上

第97回
（26.12.16）

①債務者の債務不履行の場合
②譲受人供託請求権
③抗弁切断基準時の特則
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いう供託請求権を譲受人に付与している246。これは、「譲渡人について破
産手続開始の決定がされているときには、その後に債務者が破産管財人
に対して弁済すると、その金銭の引渡請求権は財団債権として保護され
るとしても、譲受人が全額の回収をすることができないおそれがある」
ことを考慮した上で作成されたものである247。

第２項　改正法466条４項にいう「催告手続」の意義
　先に確認したように改正法は、債務者が債務を履行しない場合に、端
的に譲渡制限特約の第三者効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。催告手続の意義とは何か。まず、検討の対象となるケー
スを確認してこう。
　A は B に対する債権（弁済期：３月１日）を C に譲渡し、その旨を B
に通知した。その後の４月１日、C は１週間を定めて A への履行の催
告をした。他方、B は４月４日、A に対して反対債権を取得した。
　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

（３月１日）に、B は譲渡制限特約を譲受人に対抗することができない
ことになる。より具体的に言えば、B の A に対する反対債権が譲渡さ
れた債権の履行期が到来した時点（３月１日）で発生していない場合に、
B は相殺の抗弁を譲受人に対抗することができないこととなる。しかし
ながら、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る。また、反対債権が譲渡された債権の弁
済期が到来した時点で発生していないのは、必ずしも悪いことではない
ともいえる。そもそも譲渡制限特約は債務者が譲渡人に対いて将来取得
するかもしれない債権による相殺の利益を確保するための手段であり、
すると、上記のようなケースにおいて B に相殺を認めるべきである（改
正法469条３項はこのような考え方を採ることを前提として作成された
ものである）。譲渡制限特約が将来発生するかもしれない債権による相
殺の利益を確保するための手段であるが、将来発生するかもしれない債

246 部会資料78B・10-11頁。
247 部会資料78B・10頁。
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権による相殺をすべて認めておけば非常識になる。債務者の利益保護に
は限界があるように思われる。いったい譲渡制限特約によって確保され
てきた債務者の相殺利益は、どこまで保護されるべきか。
　改正法466条４項は、譲受人が債務者に対して相当の期間を定めて譲
渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、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と定めている。これ
によって、相当の期間が経過した後、債務者は譲渡人に対して反対債権
を取得した場合には、債務者は譲渡制限特約の効力に基づいて当該債権
による相殺をもって譲受人に対抗することができない。いずれにせよ、
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といえるだ
ろう。

第３項　改正法466条の３にいう「供託請求手続」の意義
　譲渡人について破産手続開始の決定があった場合において、債務者は
譲受人から供託の請求を受ける前に、旧債権者に弁済すれば免責される。
これに対して、譲受人からの供託の請求を受けた債務者は、供託しなけ
ればならない。旧債権者に弁済しても有効な弁済とはならない。債務者
にとっては、供託の請求を管理する必要性が生じる。また、供託請求の
管理に手落ちがあれば、二重弁済のリスクを受けるおそれがある。債務
者は、自らの判断によって供託をすることが可能であるが、供託をした
後に譲渡人と譲受人の双方に供託通知しなければならない（改正法466
の２）。結局、債務者にとっては、債権の譲渡を管理する必要性が生じる。
要するに譲渡制限特約により保護されてきた債務者の利益が改正法466
条の３に規定する事由の発生によって失うことになるおそれがある。な
お、改正法は、譲渡制限特約の第三者効を認めない代償として抗弁切断
基準時の特則（改正法469条３項）を置き、債務者の相殺の利益を保護し
ている。

第３節　改正法466条の２の趣旨と改正過程

第１款　問題意識
　債権譲渡における債務者の供託権について、改正法466条の２第１項
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は、「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする
債権が譲渡されたときは、その債権の全額を債務の履行地（債務の履行
地が債権者の現在の住所により定まる場合であっては、譲渡人の現在の
住所を含む。次条において同じ。）の供託所に供託することができる。」
と定めている。
　部会資料の説明によれば、これは、債権の譲渡に伴う過誤払いのリス
クから債務者を保護するために設けられたものである248。確かに譲渡制
限特約の効力につき「譲渡制限特約付債権が譲渡された場合には、譲受
人の主観態様に関わらず、債権は譲受人に完全に移転することになる」
という考え方（改正法466条１項の根本的な発想）を採用したとしても、
債務者は、譲受人の主観態様を知らないときに弁済先の判断に困るとい
う事態が生じ得る。しかしながら、弁済先の判断に迷った債務者は、新
債権者である譲受人に弁済をすれば免責される249。ここにおいて、債務
者にとって弁済先の判断に困ることにならない。部会資料による立法理
由で、改正法466条の２を合理的に説明することは困難である。それで
は何故、改正法は466条の２第１項が必要なのか。つまり、466条の２に
より保護されている債務者の利益とは何か。そこで、まず法制審議会で
行われた債務者の供託権に関する議論を改めて振り返り（第２款）、次
いで466条の２の趣旨と機能を明らかにする（第３款）。

第２款　民法（債権関係）部会における議論の推移
１　部会第66回会議
　債権譲渡における債務者の供託権を定めた改正法466条の２のような
規定は、中間試案に存在しなかったが、論点として取り上げられた。す
なわち、「債務者が弁済供託をすることによって債務を消滅させること
ができるという結論も維持されてよいと考えられるが、その当否及び結

248 部会資料74A・７頁、部会資料78B・９頁以下。
249 潮見・前掲注９）404頁は、部会資料の説明に従って、「判断に迷った債務
者は譲受人に弁済をすれば免責されるではないかと理論的にはいえるが、現実
の事案に直面したときは、そう簡単に理論的に押せるものではないのだろう。」
と説く。
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論を導くための規定を設けることの要否」である250。まず、検討の対象
となるケースを確認しておこう。すなわち、A が譲渡制限特約につい
て悪意の C に対して B に対する甲債権を譲渡し、C が第三者対抗要件
及び権利行使要件を具備した後、A が譲渡制限特約について善意無重
過失の D に対して甲債権を譲渡し、D が第三者対抗要件及び権利行使
要件を具備した場合である251。
　改正前法のもとでは、譲渡制限特約付債権が譲渡された場合において、
債務者は譲受人（C 又は D）の主観態様を判断することができないとき
に、真の債権者を確知することができないを原因として供託することが
できる。これに対して、中間試案のもとでは、第一譲受人 C は譲渡制
限特約につき悪意又は重過失であっても、新債権者になるため、債権不
確知とはならない。つまり、債務者は改正法494条２項（改正前法494条
後段）に照らして弁済供託をすることによって債務者を消滅させること
ができない。譲渡制限特約の効力について、中間試案のような考え方を
採用する場合において、改正前法と同様に債権者が弁済供託をすること
によって債務を消滅させることができるようにするために、供託原因を
拡張する必要がある。
２　「中間試案」に対して寄せられた意見
　中間試案に対して寄せられた意見では、供託原因を拡張することに賛
意を示す意見が多数を占めた。例えば、日商・東商は、譲渡制限特約に
より保護されている債務者の利益の１つについては、「債権者が倒産す
るなどの事態に至った場合、債権が二重・三重に譲渡される可能性があ
るが、このような場合に二重払いの危険性を免れる」とし、過誤払いの
危険性については、「供託制度の拡充により対処すべきである」とす
る252。すなわち、「債権者の信用状況が悪化した際には反社会的勢力と思
しき者への譲渡を含め、二重・三重の譲渡が行われることもある。この
ような多重譲渡の場合、債務者は複数の譲受人からの請求の優先関係を
判断する必要が生じるため、弁済に大変な負担が生じる。現在は、この

250 部会資料55・239頁。
251 部会資料55・239頁。
252 部会資料71-４・87頁〔日商・東商意見〕。
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ような場合には債権譲渡禁止特約が付されていることを根拠に、債権者
不確知として供託をする実務が定着している。債権譲渡禁止特約の効力
が見直された場合であっても、このような実務を維持することが必要で
ある。」253。また、「債務者が紛争に巻き込まれたことによるリスクを回避
するため、債権譲渡が競合した場合には供託することができるものとす
るなど、供託原因を拡張すべきである。」とする意見も見られた254。ただ、
ここで注意すべきは、次の点である。改正前法のもとでは、譲渡制限特
約付債権が多重に譲渡された場合に、債務者は複数の譲受人からの請求
の優先関係を判断しなければならず、弁済に負担が生じ得る。しかし、
中間試案のもとでは、債務者が第一譲受人に対して履行をすれば免責さ
れており、第一譲受人に劣後する第二譲受人（又は差押債権者）の存在
を確認する必要がない。ここにおいて、債務者にとっては、大変な負担
にならないと考えられる。
３　部会第83回会議
　既に確認したように中間試案に対して寄せられた意見では、譲渡制限
特約付債権の譲渡に伴う過誤払いの危険性から債務者を保護する観点か
ら、債務者が弁済供託をすることによって債務を消滅させるようにする
ことを求める意見が表明された。このような意見を踏まえて、要綱案の
たたき台において供託原因を拡張することの可否が論点として取り上げ
られた。すなわち、「このたたき台の考え方を採用する場合にも、譲受
人が悪意又は重過失であるか否かを債務者が知らないときに、債務者が
弁済の相手方の判断に困るという事態が生じ得ることについは、現在と
同様であることを考慮すると、債務者保護の観点から、債務者が弁済供
託をすることによって債務を免れることができるという結論は引き続き
維持されてよいと考えられる。この場合には、民法第494条とは別の独
立の供託原因を設ける必要があるので、その規定の置き場所を検討する
必要が生ずるが、この点は追って取り上げることとする。」255。これは、
供託原因を拡張することによって譲受人の主観態様に関する判断のリス

253 部会資料71-４・87頁〔日商・東商意見〕。
254 部会資料71-４・122頁〔沖縄弁法制委、東弁意見〕。
255 部会資料74A・７頁。
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クを債務者から取り払うのである256。しかし、債務者が弁済先の判断に
困った場合に、譲受人に払えば免責される。この意味において、債務者
にとっては、弁済先の判断に困る事態が生じないはずである。
４　部会第89回会議
　債権譲渡における債務者の供託権に関する改正法466条の２のような
規定は、「要綱案の取りまとめに向けた検討」で提案された257。

　次のような規律を設けることが考えられるが、どうか。
　ア　債務者は、譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場
合には、その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。
　イ　上記アの規定により供託をした者は、遅滞なく、譲渡人及び
譲受人に供託の通知をしなければならない。
　ウ　上記アの規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付
を請求することができる。

　まず、上記の提案の趣旨を確認しておこう。事務局による説明では、
「譲受人が善意無重過失であれば譲渡人に弁済をすることができなくな
るという点で、債務者が弁済の相手方の判断に迷うという状況には改正
の前後で変化はないため、新たな独立の供託原因を設けて、債務者が供
託によって債務を免れることができる状況を維持する必要性がある」と
される258。つまり、本提案の趣旨は、譲渡制限特約付債権の譲渡に伴う
弁済先の判断のリスクから債務者を保護することにある。
　次に、供託通知の相手方についてみよう。本提案によると、供託した
債務者は、譲渡人と譲受人の双方に対して通知する必要がある。本提案
で何故、譲受人への通知が要求されているのか。これは、譲受人が供託
金の還付を請求することができるようにするために設けられたものであ
る。つまり、還付請求をすることができるのは、譲受人に限られている。
仮に譲渡人が還付請求をすることができるとすると、譲渡人の債権者に

256 潮見・前掲注９）404頁。
257 部会資料78B・６頁。
258 部会資料78B・９頁。
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よる差押えなどが可能となり、譲受人が不利益を被るという不都合が生
じ得る259。言い換えれば、譲渡人に対する一般債権者（努力しなかった者）
と債権の譲受人（努力した者）と同じ順位になる。譲受人を保護する観
点からすれば、還付請求権者を譲受人に限定する本提案は合理性がある。

第３款　民法改正の経緯の与える示唆
　債権譲渡における債務者の供託権に関する改正法466の２のような規
定は、法制審議会では、「中間試案」には存在しなかったが、論点とし
て取り上げられており、「要綱仮案の取りまとめに向けた検討」で提案
されたものであるが、改正法に採用された。事務局は、その理由を、債
権の譲渡に伴う過誤払いのリスクから債務者を保護することに求めてい
る。しかし、既に確認したように債務者が弁済先の判断に困るという事
態が生じることは、疑問の余地がある。
　検討の対象となるケースを確認しておこう。まず、A が B に対して
有していた譲渡制限特約付債権を C に譲渡した場合（第１の検討場面）
をみることにする。改正法のもとでは、C が譲渡制限特約につき善意又
は無重過失であれば、B は、C に対して履行をしなければならない。こ
れに対して、C が譲渡制限特約につき悪意又は重過失であれば、B は、
C からの履行請求を拒絶し、A に弁済をすれば免責される（改正法466
条３項）。債務者にとっては、C の主観態様によって弁済先が変わるこ
とになる。B は、C が悪意又は重過失であると思い込んで A に弁済し
た場合において、C が善意又は無重過失であるときは、B は A に弁済
しても免責されない。この意味において、債務者にとって過誤払いのリ
スクがあることになる。ただし、C が悪意又は重過失である場合に債務
者が譲渡人に弁済してもよいが、弁済する義務がないので、弁済先に迷っ
た債務者は譲受人に弁済すれば免責される。いずれにせよ、債務者が弁
済先の判断に迷うという事態が生じないはずである一方、弁済先の判断
に迷った債務者は C に弁済すれば免責される。
　次に、A が B に対する譲渡制限特約が付されていた甲債権を C に譲
渡し、C が第三者対抗要件及び債務者対抗要件を具備した後、A が D

259 部会資料78B・10頁。
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に甲債権を譲渡し、D が第三者対抗要件及び債務者対抗要件を具備した
場合（第２の検討場面）をみることにしよう。このような場合において、
B は、C に劣後する D の登場を確認する必要がなくて、C に弁済すれ
ば有効な弁済と認められる。また、C と D が債務者対抗要件を具備し
ているが、その対抗要件具備の先後が不明である場合には、B は改正法
494条２項（改正前法494条後段）により債権者不確知を原因として供託
することができる。ここにおいて、債務者にとって弁済先の判断に困る
ことがないはずである。
　このようにみてくると、債務者が弁済先の判断に迷う状態はまったく
の杞憂であると考える。改正法466条の２は、このような状態を想定し
た上で、債務者の利益を保護するために設けられたものであるが、過誤
払いの危険回避という観点から、改正法466の２を合理的に説明するこ
とができるかは疑問である。それでは、改正466条の２は、債務者のど
のような利益を保護したものと解釈するのは合理的なのか。譲渡制限特
約付債権が譲渡されると、債務者が困ることになるのは、上記の第２の
検討場面であろう。この場面において、C が D に優先するのは、明ら
かである（C が悪意又は重過失であっても、AC 間の譲渡は有効である
から）。ところが、D が B に対して「支払え」と請求してきた。D から
の請求を受けた B は、改正法494条２項（改正前法494条後段）に基づい
て供託することができない。なぜなら、B は C が債権者であることを
知り、又は調べれば分かるはずである（知らない場合には過失がある）
からである。しかし、CD 間の争いに巻き込まれたくない B は、供託し
たい。問題となるのは、債権が譲渡された場合につき、債務者の「争い
に巻き込まれたくない利益」は保護に値するかである。一般論としては
このような利益は保護に値しない。ただし、債務者が過失なく、真の債
権者を確知することができないときは、保護に値する（改正法494条２項、
改正前法494条後段）。もっとも、債務者は、争いに巻き込まれないよう
にするために自己防衛の手段として譲渡制限特約まで結んでいた場合
に、そこまでしていた債務者には保護の方法を与える（供託を許す）。
このような文脈では、改正法466条の２は、債務者の「争いに巻き込ま
れたくない利益」を保護することを目的として債務者による供託を可能
にするための規定と位置付けることができる。
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第４節　改正法466条の６の趣旨と改正過程

第１款　問題意識
　将来債権譲渡と譲渡制限特約について、改正法は、「前項に規定する
場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条
の規定による承諾をした時（以下「対抗要件具備時」という。）までに譲
渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを
知っていたものとみなして、第466条第３項（譲渡制限の意思表示がさ
れた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第１項）の規定を適用す
る。」と定めている（改正法466条の６第３項）。改正法のもとでは、譲渡
制限特約が締結された時期によって特約の第三者への対抗の可否を決し
ている。すなわち、債務者対抗要件の具備時までに譲渡制限特約が付さ
れた場合に、債務者は特約をもって譲受人に対抗することができるとさ
れる一方、債務者対抗要件の具備後に譲渡制限特約が付された場合には、
債務者は特約をもって譲受人に対抗することができないとされる。
　それでは、債務者対抗要件の具備により譲渡の事実を知った債務者は、
譲渡人との取引関係を継続した場合には、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がいかなる形で保護されるべきか。また、
改正法466条の６第３項に規定する対抗要件具備時までに「譲渡制限の
意思表示がされたとき」の意味とはいったい何か。譲渡制限特約付き基
本契約が債務者対抗要件の具備時までに締結されていたが、譲渡制限特
約付き個別契約が当該具備時後に締結された場合には、改正法466条の
４第３項を適用する余地があるだろうか。これらの点について、民法改
正の過程において、どのような事案を想定し、それに対してどのような
解決を与えようとしているのか。以下では、改正過程から同条項の趣旨
を検討する。

第２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
　第１ステージで将来債権譲渡と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
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12日）である。
１　部会第７回会議
　第７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
関する検討事項（４）」では次のような論点が取り上げられた。すなわち、

「将来債権の譲渡の安定性を高める観点から将来債権の譲渡と譲渡禁止
特約の効力の関係について、立法により明確する」ことである。
　大阪弁護士会は、「将来債権の譲渡と譲渡禁止特約の効力の関係につ
いての立法化」について、否定的であり、「将来債権の譲受人が、当該
譲渡時点において、譲渡禁止特約について善意・無重過失であるか否か
をもって判断する」とする260。当該譲渡時点において、譲渡制限特約が
未だ存在しない場合には、譲受人が常に善意であるから、債務者は常に
特約の抗弁を譲受人に主張できないことになる。そうだとすると、特約
により保護される債務者の利益が害されるおそれがある。大阪弁護士会
は、債務者の利益を保護するために、「譲渡禁止特約が通常付される類
型の債権の譲渡である場合には、重過失有りという判断もあり得る」と
する261。
２　部会第22回会議
　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）」では次のような論点が取り上げられた。すなわち、「将来債権
の譲渡の安定性を高める観点から、将来債権の譲渡後に締結された当該
債権の発生原因となる契約において譲渡禁止特約が付された場合に、将
来債権の譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗することができるかどう
か」である262。
　将来債権が譲渡された後に、債権者と債務者との間で新たな取引をす
るときに、債務者は自らの利益を守るために譲渡制限特約を付けたい場
合がある。この場合において、債務者の利益を保護する必要性があると
考えられる263。

260 大阪弁護士会・前掲注３）380頁。
261 大阪弁護士会・前掲注３）380頁。
262 部会資料22・２頁。
263 部会第22回会議議事録・３頁〔中井委員発言〕。
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３　部会第25・26回会議
　第25・26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（１）（２）改訂版」（又は「民法（債権関係）の改正に関する中間
的な論点整理」）では次のような論点が取り上げられた。すなわち、「将
来債権の譲渡をめぐる法律関係の明確性を高める観点から、将来債権の
譲渡後に、当該債権の発生原因となる契約が締結され譲渡禁止特約が付
された場合に、将来債権の譲受人に対して譲渡禁止特約を対抗すること
の可否を、立法により明確化すべきかどうかについて、譲渡禁止特約に
よって保護される債務者の利益にも留意しつつ、更に検討してはどう
か」264。
　上記の論点に対して、譲渡制限特約を譲渡人の債権を発生させる義務
に反してなされたものとした上で、譲渡制限特約の効力が否定されるべ
きであるとする考え方があった265。しかし、このような考え方を採用す
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
益については、別途検討する必要がある。

第２項　第２ステージでの議論
１　「中間的な論点整理」に対して寄せられた意見
　将来債権の譲渡と譲渡制限特約の効力について、「中間的な論点整理」
に対して寄せられた意見では複数のアプローチが提案された。
　第１のアプローチは、将来債権の譲受人に対して譲渡制限特約を対抗
することはできないとするものである266。
　第２のアプローチは、債務者が将来債権譲渡に承諾を与えるかどうか
をもって譲渡制限特約の効力を判断するものである。すなわち、「将来
債権が譲渡され、当該債権譲渡について債務者が承諾した後においては、
当該債権の発生原因となる契約において譲渡禁止特約が付された場合で
あっても、債務者は将来債権の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」とする。また、「当該債権譲渡について債務者が承諾

264 部会資料25・41頁、中間的な論点整理の補足説明・104-105頁。
265 中間的な論点整理の補足説明・107頁。
266 部会資料33-３・26頁。
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しておらず、将来債権の譲受人が債務者から譲渡禁止特約の効力を対抗
される場合には、将来債権の譲受人に対して原因関係維持義務の違反に
基づく責任を負う」とする267。このようなアプローチを採用する場合に、
将来債権の譲渡に承諾を与えた債務者は、承諾後の事情により譲受人を
債権者とする債権を発生させたくないのであれば、譲渡人との取引関係
を終了させるほかはない268。
　第３のアプローチは、「原則として将来債権の譲受人に対して譲渡禁
止特約を対抗することができる」とし、例外的に「将来債権譲渡契約の
締結の際に、譲渡禁止特約が付される債権の存在・可能性について譲渡
人に開示するような義務を課す」方向で、「当該開示義務違反の場合に
ついては譲受人の善意が擬制されることとし、将来債権の譲受人に対し
て譲渡禁止特約は対抗できない」とするものである269。
　第４のアプローチは、「債権譲渡についての債務者に対する権利行使
要件の充足と債権発生契約の先後による（権利行使要件の充足前に譲渡
禁止特約が付された場合は、譲受人を悪意とみなす）」とするものであ
る270。これによって、権利行使要件の具備時までに譲渡制限特約が付さ
れた場合に、債務者は常に譲渡制限特約をもって譲受人に対抗すること
ができることになる。つまり、将来債権譲渡の事実を知らない取引をし
た債務者の利益は確保されることになる271。その反面として、権利行使
の具備時後に譲渡制限特約が付された場合には、債務者は常に譲渡制限
特約をもって譲受人に対抗することができないことになる。

267 部会資料33-３・27頁。
268 部会資料33-３・28頁〔森・濱田松本有志〕は、債務者の、承諾時点以降に
発生する債権について、譲渡制限特約による利益を享受し得る地位は、原則と
して常に保護されるべきであるとする。
269 部会資料33-３・28頁〔東京青司協〕。類似のアプローチを提案するものは、
部会資料33-３・29頁〔日司連〕が挙げられる。
270 部会資料33-３・28頁〔経済法令・研究会〕。類似のアプローチを提案するも
のは、部会資料33-３・28頁〔パブコメ WG〕が挙げられる。「相対的効力案に
よることを前提に、債務者対抗要件の具備と譲渡禁止特約の合意の先後で決す
べきである」という。
271 部会資料33-３・27頁〔弁護士〕。
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　第５のアプローチは、「将来債権以外の債権の譲渡と同様、将来債権
の譲渡時点において譲受人が譲渡禁止特約について善意・無重過失であ
るか否かをもって判断すべき」とするものである。
２　部会第45回会議
　第45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
関する論点の検討（９）」では、事務当局から次のような４つの案が提案
された272。

　【甲案】債務者は、将来債権の譲受人に対して、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。
　【乙案】譲渡された債権の性質や、それを発生させる契約の性質
に照らし、譲渡禁止特約が付されることが取引慣行上一般的である
場合には、譲受人は悪意又は重過失とみなされる旨の規定を設ける
ものとする。
　【丙案】債務者は、将来債権の譲受人に対して、譲渡禁止特約を
対抗することができる旨の規定を設けるものとする。
　【丁案】規定を設けないものとする。

　【甲案】は、将来債権譲渡の取引安全保護を重視し、事後的に譲渡制
限特約が付されたとしても、債務者は常に譲渡制限特約を譲受人に対抗
できないとすることを提案する273。これは、将来債権の譲渡後に締結さ
れた譲渡制限特約を無効化するものである。【甲案】のもとでは、債務
者が取引に入る段階で既にその債権が譲渡されていることを知らない場
合であっても、譲渡制限特約を譲受人に対抗することができない274。【甲
案】に対しては、譲渡制限特約によって保護されるべき債務者の利益が
一切保護されなくなるとの指摘があった275。この提案を採用するのであ
れば、少なくとも譲渡制限特約によって保護されてきた債務者の相殺利
益が引き続き保護されるようにする必要がある。

272 部会資料37・11-13頁。
273 部会資料37・13頁。
274 部会第45回会議議事録・14頁〔三上委員・松尾関係官発言〕参照。
275 部会資料37・13頁。
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　上記の【甲案】に対して、【丙案】は、債務者の利益保護を重視し、事
後的であっても譲渡制限特約に付されることによって、債務者は常に譲
渡制限特約を譲受人に対抗できるとすることを提案する276。この考え方
に対しては、将来債権の譲渡後に付された譲渡制限特約の効力を常に対
抗できるとすると、譲受人に不測の損害をもたらし、将来債権譲渡によ
る資金調達の安定性を損なうとの批判があった。【乙案】は、将来債権
の譲受人の予測可能性を損なわない限度で、譲渡制限特約を譲受人に対
抗できるとすることを提案する277。この提案を採用する場合には、具体
的にどのような場合に債務者が譲渡制限特約を譲受人に対抗できるかと
いう点が問題となる。【乙案】では、「譲渡された債権の性質や、それを
発生させる契約の性質に照らし、譲渡禁止特約が付されることが取引慣
行上一般的である」か否かという基準が示されている278。
　事務当局による上記の提案は、それぞれもっともな理由を挙げており、
いずれも決定打を欠く状況にある。単に将来債権の譲渡後に付された譲
渡制限特約の第三者効を認めるか否かという形で議論した場合には、重
要な論点が見落とされる可能性がある。いずれの提案が妥当であるかを
判断するためには、債権譲渡と相殺の抗弁に関する民法改正は、将来債
権の譲渡後に付された譲渡制限特約の効力にどう影響するかという視角
から検討する必要がある。また、これらの提案は、将来債権の譲渡前に
は譲渡制限特約がない場合を想定しており、基本契約の中に譲渡制限特
約が付された場合については別途検討する必要がある279。
３　部会第70回会議
　第70回会議において検討の対象とされた「中間試案のたたき台（１）

（２）（３）の改正版」において、次のような案が提案された280。

276 部会資料37・13頁。
277 部会資料37・13頁。
278 部会資料37・13頁。その典型例として想定されていたのは、預金債権である。
279 将来債権の譲渡前に譲渡制限特約があった場合には、一般の規律に従うこ
とになる。部会第45回会議議事録・15頁〔深山幹事発言〕参照。
280 部会資料58・95頁。
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　（３）将来債権が譲渡され、権利行使要件が具備された場合には、
その後に譲渡制限特約がされたときであっても、債務者は、これを
もって譲受人に対抗することができないものとする。

　この改正案は、権利行使要件の具備後に、譲渡人と債務者との間で譲
渡制限特約がされたときには、債務者がその特約をもって譲受人に対抗
することができないとするものである。その反面として、権利行使要件
の具備時までに譲渡制限特約が付された場合には、債務者は、特約をもっ
て譲受人に対抗することができることとなる281。事務当局の説明によれ
ば、これは、権利行使要件の具備により将来債権譲渡の事実を知った債
務者は、譲渡を望まないのであれば、当該債権を発生させる取引をしな
いなどの方法をとることができる可能であるから、この場合にまで譲渡
制限特約の対抗を認める必要はないとの考慮に基づ282くとされる283。つ
まり、債務者は、権利行使要件の具備時後に生じた事情により債権を発
生させたくない場合には、譲渡人との取引関係を終了させることができ
る284。これに対して、権利行使要件の具備により将来債権譲渡の事実を
知った債務者が引き続き譲渡人と取引関係を維持する場合に、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利益はどのように保護す
べきかは一考を要する問題である。将来債権が譲渡され権利行使要件が
具備された後、債務者が譲渡人との取引関係を継続することがないわけ
ではないので、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
場合においても、債務者による相殺を譲受人に対抗できるように手当て
しておく必要性が生ずる。そこで、事務当局は、「債権譲渡と相殺の抗弁」
に関する提案において、将来発生する債権が譲渡された場合に譲渡され
た債権と同一の契約から発生する債権による相殺を譲受人に対抗するこ

281 というのは、債権が譲渡されていたことを知らない債務者が、譲渡制限特
約によって自らの利益を確保する必要がある一方で、譲受人は、将来債権を譲
り受けた後に譲渡制限特約が付されるリスクがあることを考慮した上で取引に
入ることが可能であるからである。部会資料58・96頁。
282 部会資料58・94頁以下。
283 部会資料58・96頁。
284 部会資料33-３・28-29頁〔森・濱田松本有志〕。
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とができるとする。これまで譲渡制限特約により保護されてきた相殺以
外の利益が害されることがあるとしても、一応のバランスが取れている
といえるだろう。
　以上のような改正案に対して、部会審議では、基本となる預金契約す
ら締結されていない段階で預金債権が譲渡された場合285を念頭におい
て、議論が行われた286。このような場合について、権利行使要件が具備
された段階で譲渡制限特約が付されていなかったと解されるのであれ
ば、特約を対抗することができないというのが論理的な帰結になる287。
いかに預金債権に譲渡制限特約が付くと分かっても、先に預金債権を譲
渡して債務者対抗要件を具備すれば、特約が外れることになってしま
う288。この点について、上記の提案を採用する場合には、色々なところ
で由々しき問題が出てくるという指摘がされた289。例えば、将来預金債
権が譲渡され、預金者からの譲渡通知が来状した場合には、銀行は譲渡
通知を調査、管理する必要が生じ、銀行の事務管理のコストが増大する
こととなる290。他方、譲渡の通知があっても、それが組織内で長期間周
知され得るかどうかも問題である291。このような問題提起に関しては、
将来発生する預金債権という譲渡対象としての将来債権の内容が、預金
契約上の債権として特定されていて、その預金契約には譲渡制限特約が
付いていれば、それは債務者対抗要件具備前に特約が付いていた場合と
解する考え方が示された292。
４　部会第71回会議
　「中間試案のたたき台（修正版）」は、そのまま次のような「中間試案」
となった。

285 あるいは、ある当該支店と自分との間で発生する将来の預金債権全部が譲
渡された場合を想定している。部会第70回会議議事録・45頁〔三上委員発言〕。
286 部会第70回会議議事録・45頁以下。
287 部会第70回会議議事録・45頁〔松尾関係官発言〕。
288 部会第70回会議議事録・45頁〔三上委員発言〕。
289 部会第70回会議議事録・45頁〔三上委員発言〕。
290 部会第70回会議議事録・45-47頁〔三上委員発言〕。
291 部会第70回会議議事録・47頁〔三上委員発言〕。
292 部会第70回会議議事録・45-46頁〔鎌田部会長発言〕。
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　（３）将来債権が譲渡され、権利行使要件が具備された場合には、
その後に譲渡制限特約がされたときであっても、債務者は、これを
もって譲受人に対抗することができないものとする。
　（注１）上記（３）については、規定を設けない（解釈に委ねる）
という考え方がある。

　上記の提案に対して、将来債権譲渡後に付された譲渡制限特約の効力
について、規定を設けるべきではなくて、解釈に委ねるべきとの意見が
主張された。例えば、「債務者の立場からは、債権が譲渡された後に付
された譲渡制限特約であっても、常に譲受人に対抗することができると
した方が望ましい」との意見があった293。さらに、この意見に対しては、

「債権譲渡の取引の安定性を損なうとの批判があるほか、債権が完全に
譲受人に移転しているにもかかわらず、譲渡人と債務者との間の譲渡制
限特約を譲受人に対抗することができるとする結論の妥当性を疑問視す
る」意見も示された294。事務当局は、これらの意見を受けて、（注１）に
おいてこの問題について解釈に委ねるという考え方を取り上げた。
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。

293 中間試案の補足説明・257頁。大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志に
よる提案は、将来債権譲渡後に譲渡制限特約が付された場合については、原則
として債務者は特約を譲受人に対抗できるとする。これは、「譲受人は、譲受
後に付された譲渡禁止特約の対抗を原則として受ける点において不利な立場に
置かれるが、そもそも将来債権譲渡はその発生すら不確実な債権をあらかじめ
譲渡することを含む取引であることを鑑みれば、債権譲受人としても、債務者
のニーズに基づき事後に付された特約の対抗を受ける可能性もあらかじめ覚悟
すべきであり、債権譲受人に不当な負担を課すものとも解されない」こと基づ
くのである。大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志・前掲注13）５頁以下。
294 中間試案の補足説明・257頁。
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第３項　第３ステージでの議論
１　「中間試案」に対して寄せられた意見
　「中間試案」に対して寄せられた意見では、「将来債権の譲受人の利益
と債務者の利益のバランスの観点」から中間試案に賛意を示した意見が
多数を占めた295。中間試案のもとでは、将来債権が譲渡され権利行使要
件が具備された後に譲渡制限特約が付された場合には、債務者が譲渡制
限特約を譲受人に対抗することができないとされているが、これまで譲
渡制限特約によって保護されてきた相殺の利益は、「債権譲渡と相殺」
に関する規律により引き続き保護される。
　その他の意見として、第二東京弁護士会は、「権利行使要件が具備さ
れる前に譲渡禁止特約がされたときは、譲渡禁止特約をすることが取引
慣行上一般的である場合には、譲受人は重過失とみなされる」旨の規定

295 部会資料71-４・134頁以下。他方、「権利行使要件具備の前後を問わず、債
務者はこれを譲受人に対し対抗できない」とするアプローチと、「権利行使要
件の有無にかかわらず、債務者は特約の効力を主張できる」とするアプローチ
とも出された。

将来債権の譲渡後に付された特約の効力

第45回
（24.4.17）

①債務者は将来債権の譲受人に対して特約を対抗できないと
する案。
②譲渡された債権の性質やそれを発生させる契約の性質に照
らして特約が付されることが取引上一般的である場合に譲受
人は悪意（又は重過失）とみなされるとする案。
③債務者は将来債権の譲受人に対して特約を対抗できるとす
る案。
④規定を設けないとする案。

第70回
（25.2.19）

将来債権が譲渡され権利行使要件が具備された場合にその後
に特約がされたときであっても債務者はこれをもって譲受人
に対抗できないとする案。

第71回
（25.2.26）

①将来債権が譲渡され権利行使要件が具備された場合にその
後に特約がされたときであっても債務者はこれをもって譲受
人に対抗できないとする案。
②（注）規定を設けないとする案。
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を設けることを提案する296。債務者は、権利行使要件の具備後に付され
た譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないという点で、第二東
京弁護士会による提案と中間試案は共通している。ただ、両者は以下の
ような点で違いを見せている。すなわち、中間試案のもとでは、権利行
使要件の具備時までに譲渡制限特約が付された場合には、債務者は常に
特約を譲受人に対抗することができる。これに対して、第二東京弁護士
会による提案のもとでは、権利行使要件の具備時までに譲渡制限特約が
付された場合においても、譲渡制限特約を締結することが取引上一般的
でないときは、債務者は特約を譲受人に対抗することができない。これ
は、譲渡制限特約を締結することが一般的であるかどうかによって、債
務者と譲受人の優劣を決定するのである297。また、第二東京弁護士会は、
将来債権が譲渡された前に取引譲渡などを定めた基本契約が締結され譲
渡制限特約が付されるとのケースが多いことに鑑み、このようなケース
において「個別契約の締結は将来債権譲渡の後であっても、基本契約の
締結が将来債権譲渡の前であれば、譲渡禁止特約を悪意・重過失の譲受
人に対抗することができる」とする298。つまり、基本契約に譲渡制限特
約が付された場合においては、将来債権以外の債権の譲渡と同様に、譲
受人が特約につき悪意又は重過失であるかどうかをもって債務者と譲受
人の優劣を判断する。
　また、ABL 協は、中間試案における規律とは別に「将来債権を媒介
として信用供与（資金供給）を受けた者（譲渡人）と信用供与（資金供給）
をした者（譲受人）との関係において、後者を保護するための一定の規
律（たとえば、譲渡制限特約をするには譲受人の事前承諾を必要とする、
譲渡制限特約をするにはそれにより生じる損失、損害の補償など）を設

296 部会資料71-４・136頁〔第二東京弁護士会〕。
297 部会資料71-４・136頁〔第二東京弁護士会〕。「譲渡禁止特約をすることが取
引慣行上一般的である場合には、債務者の利益を保護する必要性が高いと推認
されるし、譲受人も譲渡禁止特約がされることを予測できるが、譲渡禁止特約
をすることが一般的でない場合にはその逆であり、譲受人の保護を優先すべき
である」という。
298 部会資料71-４・136頁〔第二東京弁護士会〕。
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けること」を提案する299。将来債権の譲受人が債務者から譲渡制限特約
の効力を対抗される場合には、債務者の請求に応じて譲渡制限特約を締
結した譲渡人は、譲受人に対して原因関係維持義務違反に基づく責任を
負う余地があると考えられる300。
２　部会第83回会議
　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、次のような案が提案された301。

　（４）将来債権が譲渡され、権利行使要件が具備された場合には、
その後に上記１（２）の特約がされたときであっても、債務者は、
これをもって譲受人に対抗することができない。

　これは、中間試案の基本的な立場を踏襲した提案である。「将来債権
譲渡の効果が譲渡契約時に発生し、債権の処分権限が確定的に譲受人に
移転」したことになる」302としても、債務者との関係においては、将来
債権の譲渡につき権利行使要件が具備しない限り、譲渡人が債権の処分
権を失わないと考えられる303。このような考え方を採用する本提案のも
とでは、権利行使要件の具備時までに譲渡制限特約が付された場合に、
債務者は特約を譲受人に対抗することができる。他方、権利行使要件が
具備した場合に、債務者との関係においても、譲渡人が債権の処分権を
失っている以上、譲渡人と債務者は弁済の相手方を変更するような譲渡
制限特約まで締結することができない304。
　上記のような提案に対して、部会審議では将来預金債権の譲渡へ適用
の可否が議論の中心となった。提案を将来預金債権の譲渡に適用すると
しておくと、将来預金債権が譲渡され権利行使要件が具備された場合に
おいて、その預金口座が作成されたときは、債務者は、譲渡制限特約を

299 部会資料71-４・137頁〔ABL 協〕。
300 部会資料71-４・137頁〔流動証券協、長島大野常松〕。
301 部会資料74A・７頁。
302 部会資料71-４・135-136頁〔阪大〕。
303 部会資料74A・９頁参照。
304 部会資料74A・９頁。
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もって譲受人に対抗することができないことになる。これに対して、「将
来債権譲渡の場合は特約の存在について、悪意、重過失の譲受人を保護
する必要がない」ことを理由として、「譲受人が当該契約について譲渡
制限特約が付されるであろうことについて悪意又は重過失がある場合に
は特約を対抗できるようにする必要がある」という指摘が表明され
た305。「譲渡制限特約が付されるであろうことに悪意又は重過失がある場
合」とは、譲受人が将来預金債権を譲り受ける時点で、将来預金口座に
譲渡制限特約が付されることを知っている場合を指す。しかし、これま
での議論は、改正前法466条２項にいう主観的要件は、譲渡の時点で譲
渡制限特約が付されている場合にしか機能しえないので、譲渡の時点で
特約が付されていない場合には適用されないという理解を前提としてい
る306。この立場からは、このような指摘は必ずしも妥当ではない。
　部会審議では、次のような考え方も示された。すなわち、将来預金債
権が譲渡された時点で、預金口座を開設するための銀行取引の基本契約
が存在していれば、そこに譲渡制限特約が付されているわけであり、そ
の基本契約から発生する預金債権に譲渡制限特約が及ぶとするものであ
る307。また、銀行取引の基本契約がまだ締結されていない段階で、将来
発生するかもしれない預金債権を譲渡した場合には、銀行は権利行使要
件具備後に預金債権を譲渡した者（預金者）と新たに預金契約を結ばな
ければ済むとする考え方があった308。さらに、預金契約の中に特約が不
可分に入っていれば、将来の預金債権の譲渡も、契約上の特約付債権の
譲渡と解する見解も見られた。
３　部会第93・95・96・97・99回会議
　第93・95・96・97・98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）」、「民法（債権関係）
の改正に関する要綱仮案の第二次案」、「民法（債権関係）の改正に関す
る要綱仮案（案）」、「民法（債権関係）の改正に関する要綱案の原案（そ

305 部会第83回会議議事録・56頁〔中原委員発言〕。
306 部会第83回会議議事録・56頁〔松尾関係官発言〕。
307 部会第83回会議議事録・57頁〔内田委員発言〕。
308 部会第83回会議議事録・57頁〔内田委員発言〕。
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の１）」、「民法（債権関係）の改正に関する要綱案（案）」では次のような
案が提案された309。

第93回会議
第95回会議
第96回会議

民法第467条第１項の規定による通知又は承諾がされた時に債
権が現に発生していないときは、その後にされた１（１）ア
の意思表示については、１（１）イの規定は、適用しない。

第97回会議
第99回会議

（１）イに規定する場合において、譲渡人が３の規定による
通知をし、又は債務者が３の規定による承諾をした時（以下
この第19において「対抗要件具備時」という）までに譲渡制
限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がその
ことを知っていたものとみなして、１（１）イ（譲渡制限の意
思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、１（５）
ア）の規定を適用する。

　第96回会議において提案された要綱仮案の文言では表現上の明確性を
欠いており、その後、解釈上の紛れを解消するために債務者対抗要件の
具備時までに譲渡制限特約が付された場合において譲受人の悪意を擬制
する方向で要綱原案が提案された310。これによって、譲渡制限特約が債
務者対抗要件具備前に付された場合には、譲渡制限特約は常に譲受人に
対抗することができることになる。ただ、譲渡制限特約の効力が弁済の
相手方を譲渡人に固定する範囲に限定されるのである。
　ところで、将来預金債権が譲渡された場合には、預金債権の譲渡に関
する規律（第19の１（１）イ）を適用する。つまり、債務者対抗要件具備
時までに譲渡制限特約が付されたときは、預金債権の譲渡は、その効力
を有しない。要するに債務者が悪意の譲受人にいかなる制約を及ぼすこ
とができるかは譲渡された将来債権の種類による。

第３款　民法改正の経緯の与える示唆
第１項　基本的な考え方
　改正法のもとでは、譲渡制限特約の締結が債務者対抗要件具備時より

309 部会資料81-１・２頁、部会資料82-１・31頁、部会資料83-１・31頁、部会
資料88-１・33頁。
310 潮見・前掲注９）421頁。
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前であれば、債務者は特約を譲受人に対抗することができるとされてい
る（改正法466条の６第３項）。譲渡制限特約を譲受人に対抗できること
の意味は、譲渡された将来債権の種類によって変わる。譲渡された将来
債権が預金債権である場合に、債務者は譲渡制限特約の効力に基づいて
当該譲渡をなかったものとして行動することができる（改正法466条の
５を適用する）。これに対して、譲渡された将来債権は預金債権以外の
ものである場合には、債務者は譲渡制限特約の効力に基づいて債権の帰
属の変更を妨げることができず、たんに弁済の相手方を譲渡人に固定す
ることができる（改正法466条２-３項を適用する）。
　他方、改正法466条の６第３項の反対解釈として、譲渡制限特約の締
結は債務者対抗要件具備時より後であれば、債務者は特約を譲受人に対
抗することができないとされている。改正法は、譲渡制限特約の第三者
効を認めない代償として改正法469条２項２号を設けて、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を保護するのであ
る。その他の債務者の利益（事務煩雑化の回避、過誤払いの防止）が害
されることがあるとしても、相殺の利益が保護されるので、一応のバラ
ンスが取れているといえるだろう。もちろん債務者対抗要件の具備によ
り将来債権譲渡の事実を知った債務者は、債権が譲渡されることを望ま
ないのであれば、譲渡人との取引関係を終了させることができる311。

第２項　「譲渡制限の意思表示がされたとき」の意味
　債務者対抗要件具備時までに「譲渡制限の意思表示がされたとき」の
意味が問題となる。まず、検討の対象となるケースを確認してこう。
　A は、将来 B に対して取得するかもしれない債権を C に譲渡し、債
権譲渡登記により第三者対抗要件を具備した後、AB 間では基本契約が
締結されて継続的取引が開始された。基本契約には A の B に対する債
権の譲渡を制限する旨の条項が記載されていた。その後、AB 間では個
別契約甲（譲渡制限特約付き）が締結され、A はこの契約に基づいて B
に対して甲債権を取得した。そして、C は、A の債務不履行によって B
に対して債務者対抗要件を具備した。さらに、その後に AB 間では個別

311 部会資料74A・９頁。
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契約乙（譲渡制限特約付き）が締結され、A はこの契約に基づいて B に
対して乙債権を取得した。312

　上記のケースにおいて、債務者対抗要件の具備時までに譲渡制限特約
付き個別契約甲（又は譲渡制限特約付き基本契約）が締結されているの
で、甲債権について債務者は特約を譲受人に対抗することができる。問
題は、乙債権については債務者が特約を譲受人に対抗することができる
かということである。結論は、債務者対抗要件具備時より前に締結され
た譲渡制限特約付き基本契約が改正法466条の６第３項にいう「対抗要
件具備時までに譲渡制限の意思表示がされた」ものになるかという判断
による。
　これに関しては、次のような２つの考え方があり得る。第１の考え方
は、特約付き基本契約の締結時を「譲渡制限の意思表示がされたとき」
と解すべきであるとするものである（基本契約基準時説）。つまり、債
務者は基本契約の時点で将来発生する個別債権について「包括的・抽象
的な弁済の相手方を固定する特約」を締結することができる。このよう
な考え方のもとでは、乙債権については、乙債権を発生させる個別契約
乙が債務者対抗要件具備時より後に締結されたとしても、基本契約が債
務者対抗要件具備時より前に締結されている限り、債務者は特約を譲受
人に対抗することができる。その理由は、事務煩雑化の回避と、過誤払
いの防止に求める。上記のケースにおいて、甲契約に基づく甲債権につ
いて弁済先を固定し、乙個別契約に基づく乙債権について弁済先を固定
しないという扱いが許容されることになれば、かえって事務処理の煩雑
化と過誤払いを助長するだけのことになる。313

　上記の第１の考え方に対して、第２の考え方は、特約付き個別契約の
締結時を「譲渡制限の意思表示がされたとき」と解すべきであるとする
ものである（個別契約基準説）。つまり、個別契約が成立し、基本契約
上の譲渡制限特約が当該個別契約の内容となったことをもって、その債
権に関する「譲渡制限の意思表示がされた」と扱われるのである。この

312 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）26頁。
313 石田・前掲注157）137頁。
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ような考え方のもとでは、乙債権については、特約付き基本契約が債務
者対抗要件具備時より前に締結されたとしても、乙債権を発生させる個
別契約乙が債務者対抗要件具備時より前に締結されない限り、債務者は
特約を譲受人に対抗することができない。314

　このようにしてみれば、債務者対抗要件具備までに「譲渡制限の意思
表示がされたとき」について、論者によってその意味には食い違いが生
じている。このような解釈論の問題を解決するには、改正法466条の６
第３項はどういう根本的な発想で設けられたかを検討する必要がある。
また、譲渡制限特約の効力は、債権譲渡における債務者の相殺と密接に
関連しており、改正法469条２項２号が466条の６第３項の解釈にどう影
響したのかという視点は有益であると考える。上記のケースにおいて、
債務者が乙個別契約に基づいて譲渡人に対して損害賠償請求権を取得し
た場合には、この債権を自働債権として個別契約甲に基づく甲債権を相
殺することができるかは問題となる。改正法は、その469条２項２号に
おいて、債務者の譲渡人に対する反対債権が譲渡された債権を発生させ
る契約に基づいて生じたものであるときは、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と定めている。改正法は、「債
権譲渡と相殺」について「同一の契約」という枠組みを採用した以上、
この枠組みを超えて債務者に相殺を認めることは許されない。債務者は、
その相殺利益を確保するためには、基本契約に将来発生する債権の弁済
先を固定する特約を記載するほかはない。ちなみに「譲渡制限の意思表
示の規定の改正に関する経過措置」に関する審議において、「譲渡制限
の意思表示がされたとき」について基本契約基準説を採ることを前提と
して議論がされた315。この文脈では、改正法はその469条２項２号におい

314 赫高規「将来債権譲渡や相殺範囲に関する改正法案が実務に与える影響」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）137頁。
315 石田・前掲注157）137頁。赫・前掲注314）137頁。部会資料87・１頁には、「施
行日前に締結された基本契約において譲渡制限の意思表示がされていたケース
においては、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」との文
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て、相殺に供するお互いの債権を「同一の契約」から発生するものに限っ
ており、債務者は、基本契約に譲渡制限特約を記載することにより相殺
可能な領域を創出することができる仕組みになっているといえるだろう。

第５節　改正法469条の趣旨と改正過程

第１款　問題意識
　債権譲渡と相殺について、改正法は、無制限説を明文化した上で（469
条１項）、次のような２つの基準から相殺の範囲を拡張している。第１は、
469条２項１号にいう「対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じ債
権」である。第２は、同条２項２号にいう「譲受人の取得した債権の発
生原因である契約に基づいて生じ債権」である。つまり、債権が譲渡さ
れた場合において、債務者の譲渡人に対する反対債権が第１の債権又は
第２の債権であるときは、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。それでは、相殺の範囲はどのような発想で拡
張されてきたのか。また、「前の原因」及び「同一の契約」は具体的にい
かなる場合を意味しているのか。これらの点について、民法改正の過程
において、どのような事案を想定しているのか。以下では、改正過程か
ら「前の原因」と「同一の契約」の意義を検討する。

第２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８回会議
　第８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
関する検討事項（５）では、「債権譲渡と相殺の抗弁」について、次のよ
うな４つの案が提案された316。

　【A 案】規定を置くべきであるという考え方。
　【A-１案】抗弁が切断される時点までに債務者が譲渡人に対する

言がある。
316 部会資料10-２・54頁。【A-１案】は無制限説に対応する考え方、【A-１案】
は制限説に対応する考え方、【A-１案】は相殺適状説に対応する考え方である。
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債権を取得していれば自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わ
ず、相殺することができるとする規定を置くという考え方。
　【A-２案】抗弁が切断される時点までに債務者が譲渡人に対する
債権を取得しており、かつ、その時点で相殺適状にない場合は、自
働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも先に到来する場合に限
り、相殺することができるとする規定を置くという考え方。
　【A-３案】抗弁が切断される時点までに債務者が譲渡人に対する
債権を取得しており、かつ、その時点で既に相殺適状にあった場合
に限り、相殺することができるとする規定を置くという考え方。
　【B 案】規定を置かず、解釈に委ねるべきである。

　部会審議では、【A-１案】に対して否定的な見解が多数を占めた。例
えば、債権譲渡の場合には、譲渡代金を支払う譲受人の保護の必要性が
あることを理由に、将来相殺できるかもしれない地位・利益を保護して
よいか疑問であるとの意見があった317。その上で、この場合には、【A-３
案】相殺適状説を採るべきであると指摘した318。この批判は必ずしも妥
当ではないと思われる。まず、譲受人が、債務者対抗要件を備えた後に
相殺の抗弁を受ける点において不利な立場に置かれるが、そもそも譲受
人が他人の債権を譲り受けて利益を得ていることに鑑みれば、譲受人と
しても、相殺の抗弁を受ける可能性も覚悟すべきである。単に譲受人の
保護の必要性を理由として、債務者の相殺の抗弁を相殺適状説に縮減す
れば、それはあまりに譲受人の利益を保護し過ぎるものである。また、
債権譲渡と相殺の優劣が問題となる場合に、債権の譲受人が事実上、相
殺可能性を知っているケースが多いから、債務者の保護を後退させるこ
とにも疑問がある319。
　上記の意見に関しては、「債権譲渡と相殺」の問題は、債権の譲渡制
限特約の効力と関連しており、譲渡制限特約の効力が現在よりも大幅に

317 部会第８回会議議事録・52頁〔岡（正）委員発言〕、中間的な論点整理の補
足説明・165頁参照。
318 部会第８回会議議事録・52頁〔岡（正）委員発言〕。
319 大阪弁護士会・前掲注３）578頁。



債権譲渡制限特約の効力に関する比較法的研究（３）

北法72（2・242）518

否定されるよう考え方が採らない限り、どのような形になっても検討の
余地があり得るとする意見もあった320。これは、譲渡制限特約の論点と

「債権譲渡と相殺」の論点を合わせて債務者の相殺利益保護のあり方を
考えるものである。譲渡制限特約の効力に関する改正は、「債権譲渡と
相殺」にどう影響するかという視点は有益である。
２　部会第22・25・26回会議
　第22・25・26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）」、「中間的な論点整理のたたき台（１）（２）改訂版」、「中
間的な論点整理案」では、債権譲渡と相殺について次のような論点が取
り上げられた321。

第22回会議

債権の譲受人に対して債務者が相殺の抗弁を主張するための
要件を条文上明確にすべきであるという考え方については、
法定相殺と差押えや譲渡禁止特約の効力に関する検討結果を
踏まえて、転付命令と相殺との関係についての議論にも留意
しつつ、更に検討してはどうか。

第25回会議
第26回会議

債権の譲受人に対して債務者が相殺の抗弁を主張するための
要件について、法定相殺と差押えに関する規律（上記（１）参
照）に従うことを条文上明確にするかどうかについては、法
定相殺と差押え、譲渡禁止特約の効力及び転付命令と相殺と
の関係に関する検討結果を踏まえて、債権譲渡取引に与える
影響にも留意しつつ、更に検討してはどうか。

３　小括
　第１ステージでは、第８回会議において検討の対象とされた部会資料
では債権譲渡と相殺について無制限説、制限説、相殺適状説に相当する
案が提案された。部会審議では、債権の譲受人に対して債務者が相殺の
抗弁を主張するための要件について一致できなかった。その後の会議に
おいて、債権譲渡と相殺については具体的な提案が示されていないが、
論点として取り上げられた。

320 部会第８回会議議事録・53頁〔三上委員発言〕。
321 部会資料22・20頁、部会資料25・63頁、部会資料26・64頁。
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第２項　第２ステージでの議論
１　「中間的な論点整理」に対して寄せられた意見
　「中間的な論点整理」に対して寄せられた意見では、債権譲渡と相殺
について無制限説を立つ明文規定を設けることに対して否定的な見解が
多数を占めた。まず、「債権譲渡と相殺」と「法定相殺と差押え」との利
益状況に鑑み、債権譲渡と相殺については、事案に応じて細やかな利益
衡量が行われるべきであるとする意見が示された322。また、債権が譲渡
された場合に債務者が譲受人に対してどのような抗弁を主張できるのか
について、相殺の抗弁のみ明文の規定を設けるのはバランスを欠くこと
を理由として債権譲渡における債務者の抗弁にかかる解釈に委ねるべき
であるとする意見があった323。さらに、債務者は譲渡制限特約を予め締
結しておくことにより相殺の利益を確保することが可能であるとする意
見も見られた324。
　上記の意見に対して、「判例法理である無制限説を前提としてきた実
務運用を尊重する観点」から、無制限説を明文化することについて賛意
を示した意見があった325。また、「法定相殺と差押えについて無制限説に
立った明文規定を設けるのであれば、債権譲渡と相殺について無制限説
に立つ立法を併せて行うことが規律の明確化の観点」から、債権譲渡と
相殺について無制限説を明文化しておくことにも意味があるとする意見
も見られた326。
２　部会第45回会議
　第45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
関する論点の検討（９）」では、債権譲渡と相殺について次の３つの案が

322 部会資料33-３・371頁以下〔兵庫県弁・日弁連・仙台弁・広島弁・愛知県弁・
改正を考える研・日大民研・商研・札幌弁〕。
323 部会資料33-３・371頁〔日弁連・仙台弁・大阪弁・広島弁・横浜弁・愛知県
弁・堂島有志〕。
324 部会資料33-３・373頁。「譲渡禁止特約を付することによる対応が可能であ
る」という。
325 部会資料33-３・371頁〔信用組合〕。
326 部会資料33-３・372頁〔森・濱田松本有志〕。
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提案された327。

　【甲案】抗弁切断の基準時に、債務者が譲渡人に対して有してい
た既発生の債権だけでなく、抗弁切断の基準時後に発生又は取得す
る債権であっても、債務者の相殺の期待を保護すべき場合について
は、債務者は、当該債権をもって相殺の抗弁を主張できる旨の規定
を設けるものとする。
　債務者の相殺の期待を保護すべき場合としては、①抗弁切断の基
準時に債権の発生原因が既に存在していた場合や、②抗弁切断の基
準時に債権の発生原因が存在していない場合でも、譲渡された債権
と関連して一体的に決済されることが予定された取引があり、取得
した反対債権がその取引から生ずるものであった場合とする考え方
の当否を検討する。
　【乙案】抗弁切断の基準時に、反対債権を取得していた場合に限り、
債務者は、譲受人に対して相殺の抗弁を主張できる旨の規定を設け
るものとする。
　【丙案】抗弁切断の基準時に、相殺適状が生じていた場合に限り、
債務者は、譲受人に対して相殺の抗弁を主張できる旨の規定を設け
るものとする。
　【丁案】規定を設けないものとする。

　【甲案】は、譲渡制限特約を第三者に対抗することができないという
考え方を採用することを前提にして提示されたものである328。具体的に
は、抗弁切断基準時前に債務者の譲渡人に対する反対債権が既に発生し
ていれば、（自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず）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とする。さら
に、債務者の反対債権が抗弁切断基準時後に発生又は取得するもので
あっても、一定の制約のもとで、債務者は当該債権をもって相殺の抗弁
を譲受人に主張できるとする329。すなわち、【甲案】の①は、抗弁切断基

327 部会資料37・50頁以下。
328 部会資料37・52頁参照。
329 部会第45回会議議事録・50頁〔松尾関係官発言〕参照。
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準時より「前の発生原因」に基づいて生じた債権を自働債権とする相殺
について、債務者の相殺の抗弁を保護する。また、【甲案】の②は、自
働債権と受働債権に一定の牽連性がある場合に、抗弁切断基準時より「後
の発生原因」に基づいて生じた債権を自働債権とする相殺について、債
務者の相殺の抗弁を保護する。そして、牽連性があると認められる場合
は、「譲渡された債権と関連して一体的に決済されることが予定された
取引があり、取得した反対債権がその取引から生ずるものであった場合」
に限られている。【甲案】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ことによって債務者の相殺利益を保護し
ているのである。
　それでは、改正前法ではどうか。改正前法のもとでは、債務者の譲渡
人に対する反対債権は抗弁切断基準時までに発生していない場合には、
相殺の利益は保護されないこととなる（468条２項の解釈）。しかし、こ
のような場合に備えるためには、債務者としては譲渡制限特約を結んで
おくことによって、相殺の利益を確保することができる。改正前法は、
468条２項で債務者が譲受人に主張できる相殺の抗弁を抗弁切断基準時
前に譲渡人に主張できたものに限っているが、債務者は譲渡制限特約に
より相殺可能な領域を創出することができる仕組みとなっている。改正
前法の構成と部会資料37で提示された構成とでは、実質的には変わりが
ないと言えるかもしれない。ただ、両者は、次のような点で違いを見せ
ている。すなわち、抗弁切断基準時より後に発生した反対債権による相
殺の可否について、改正前法のもとでは、悪意の譲受人との関係でのみ
相殺が認められるのに対して、部会資料37では、善意の譲受人との関係
でも相殺が認められる。この意味で、部会資料37の構成は、債務者の保
護に資することが大である。他方、部会資料37の上記の甲案でカバーさ
れない場合には、債務者はあらかじめ譲渡制限特約を締結したとしても、
その効力を譲受人に対抗することができない。この点では、改正前法の
ほうが債務者の保護に資するとは言えよう。
３　部会第３分科会第４回会議
　先に確認したように債権譲渡と相殺の抗弁について第45回会議におい
て審議が行われた。まず、【甲案】については、具体的にどのような場
合に相殺ができることになるのか、具体例を明らかにすべきであるとの
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意見があった330。また、譲渡制限特約の効力を制限するのであれば、【甲
案】を採ることが必要であるとの意見もあった331。これらの論点につい
て、部会第３分科会第４回会議では、審議が行われた。
（１）債権譲渡における相殺の抗弁の限界
　【甲案】は、別に将来債権の譲渡が問題なのではなくて、既発生債権
の譲渡であろうが、将来債権の譲渡であろうが、将来発生するかもしれ
ない反対債権による相殺の抗弁を一定の場合は認めようとするものであ
る332。このような規定を設ける場合には、どのような場合に相殺の抗弁
が認められるかは問題となる。債務者の相殺の期待を保護すべき場合と
しては、①抗弁切断の基準時に債権の発生原因が既に存在していた場合
と、②抗弁切断の基準時に債権の発生原因が存在していない場合でも、
譲渡された債権と関連して一体的に決済されることが予定された取引が
あり、取得した反対債権がその取引から生ずるものであった場合が挙げ
られている333。①は、抗弁切断の基準時に反対債権が未発生であったと
しても、その時点で債権の発生原因が存在する債権を反対債権とする相
殺については、相殺の期待が保護に値すると考えられることに基づいて
提示されたものである334。つまり、抗弁切断の基準時に「発生原因のあ
る債権」があるかどうかを基準として債務者の相殺利益を保護しようと
する。これに対して、②は、譲渡された債権と反対債権の間に牽連性が

330 これに対して、機械売掛債権あるいは請負報酬債権と、メンテナンス契約
上の損害賠償請求権との相殺などが具体例として挙げられた。部会第45回会議・
51頁〔内田委員発言〕、部会第３分科会第４回会議・12頁〔松尾関係官説明〕。
メンテナンスの場合は、売買契約あるいは請負契約と異なって別契約になり、
一体なので相殺の対象になるということが、【甲案】のような規定が設けられ
ると無理なく導ける。
331 部会第45回会議・51頁〔三上委員発言〕、部会第３分科会第４回会議・12頁

〔松尾関係官説明〕。
332 反対債権が将来債権であるということに【甲案】のポイントがあると思われ
る。部会第３分科会第４回会議・24頁〔松本分科会長発言〕。
333 部会資料37・50頁。
334 潮見佳男『民法（債権関係）改正法の概要』（金融財政事情研究会、2017年）
162頁参照。
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あることを根拠に、さらに債務者に相殺を認めようとするものである。
②は、反対債権が抗弁切断の基準時より後の原因に基づいて発生してい
る場合を対象としており、原因契約未締結の将来債権譲渡の場合に限定
されるものではなくて、それ以外の場合にも及ぶ335。すなわち、既発生
債権が譲渡され、抗弁切断の基準時後に、将来発生するかもしれない反
対債権による相殺を債務者に認めるべきという場合である。なお、将来
債務者の譲渡人に対する反対債権が発生した場合、どこまで債務者の利
益を保護すべきか、保護する場合には文言をどうすべきかは議論の１つ
である336。
　【乙案】は、従来の無制限説を意識して提示したものであり、停止条
件付債権をその中に含めるということを考えていたわけではない337。し
かし、部会審議では、【甲案】の発想を顧みて、【乙案】を膨らませよう
とする傾向が見られる338。まず、【乙案】の「反対債権を取得していた」
というのは、停止条件付債権を取得していた場合も含むとする意見が
あった339。このような考え方を採用するのであれば、【乙案】と【甲案」
の①はそれほど大きく変わらないと考えられる。また、将来債権の譲渡
を念頭において、抗弁切断の基準時を譲渡された将来債権の発生時とす
る意見もあった340。将来債権譲渡については、多くの場合は、第三者対
抗要件のみが先行して具備され、債務者対抗要件が具備されるのは結構
遅い場面であることが普通であり、また、譲渡された債権は発生してか
ら債務者対抗要件が具備される例が多い。そうだとすると、抗弁切断の
基準時を債務者対抗要件具備時にするという一般論は、債務者にとって
多くの場合には不都合が生じないと考えられる341。しかしながら、将来
債権が譲渡され、早い段階で債務者対抗要件が具備され、その後に反対
債権が発生した場合には、このような債権による相殺の抗弁を譲受人に

335 部会第３分科会第４回会議・22頁〔内田委員発言〕参照。
336 部会第３分科会第４回会議・30頁〔松本分科会長発言〕。
337 部会第３分科会第４回会議・14頁〔松尾関係官発言〕。
338 部会第３分科会第４回会議・22頁〔内田委員発言〕参照。
339 部会第３分科会第４回会議・12頁〔三上委員発言〕、17頁〔山野目幹事発言〕。
340 部会第３分科会第４回会議・12頁〔三上委員発言〕。
341 部会第３分科会第４回会議・19頁〔中井委員発言〕。



債権譲渡制限特約の効力に関する比較法的研究（３）

北法72（2・248）524

対抗することができないこととなる342。このような場面を想定して、将
来債権の譲渡について、譲渡された将来債権の発生時若しくは債務者対
抗要件具備時のいずれか遅い時期を抗弁切断の基準時とする案が提示さ
れた（以下【乙案 -１】という）343。この提案を採用する場合には、債権譲
渡の相殺の抗弁について【乙案】を採ったとしても、債務者にとっては
それほど問題がないかもしれない。ただし、いくら将来発生する反対債
権の範囲を拡張しても、譲渡された将来債権が発生した後に発生する債
権による相殺の抗弁を譲受人に対抗することができない344。また、既発
生債権が譲渡され、債務者対抗要件が具備され、その後の債権の発生原
因に基づいて反対債権を取得した場合には、債務者は相殺することがで
きない。既発生債権の譲渡に対して、将来発生する債権をもって相殺し
たいというニーズがあれば、【甲案】の②を支持されると思われる345。そ
の限りでは、【乙案 -１】と【甲案】には違いが生ずる。債務者の利益保
護という観点からすれば、【甲案】のほうが魅力的である。
（２）相殺の抗弁と譲渡制限特約の効力
　【甲案】は、譲渡制限特約を第三者に対抗することができないという
考え方を採用することを前提にして提示されたものである。しかし、こ
のような前提ルールを採用せず、譲渡制限特約の効力について相対的効
力案を採用するのであれば、【甲案】のような規律を設けなくても債務
者は相殺できる346。つまり、譲渡制限特約付債権が譲渡され、対抗要件
が具備した場合には、債務者は譲渡人に弁済することができる限り、相
殺の抗弁を譲受人に対抗することができる。そうだとすると、「債権譲
渡と相殺の抗弁」のところで、債務者の譲受人に対する相殺の抗弁を議
論する必要がないかもしれない347。ただし、相対的効力案を採用したと

342 部会第３分科会第４回会議・20頁〔三上委員発言〕。「もし、自分が債権譲
渡を受ける譲受人の立場だとしたら、抗弁を受けないほうがいいですから、必
ず先に第三債務者対抗要件を備えてしまおうと思います」という。
343 部会第３分科会第４回会議・30頁〔三上委員発言〕。
344 部会第３分科会第４回会議・22頁〔中井委員発言〕。
345 部会第３分科会第４回会議・31頁〔松本分科会長発言〕。
346 部会第３分科会第４回会議議事録・16頁〔中井委員発言〕。
347 部会第３分科会第４回会議議事録・16頁〔中井委員発言〕。



論　　　説

北法72（2・249）525

しても、譲渡人に弁済すれば免責されるという地位が外れる場合がある
との指摘がある348。例えば、譲渡人について倒産手続の開始決定があっ
た場合には、債務者は譲渡制限特約を譲受人に対抗することができず、
譲受人に弁済しなければならない。債務者にとっては、譲渡された債権
の弁済先は譲受人であるが、債務者は、「破産手続開始の決定があった」
という事実を知った時（知ることができた時）までに生じた抗弁を譲受
人に対抗することができる349。つまり、相対的効力案を採用した上で、
譲渡制限特約の効力を譲受人に対抗できない事由を規定しても、債務者
の譲渡人に対する相殺の抗弁が保護される。しかし、債務者は、特約対
抗不能時後に発生又は取得する債権による相殺の抗弁を譲受人に対抗す
ることができない。これに対しては、債権譲渡と相殺の抗弁について【甲
案】を採用する場合には、債務者はそのような抗弁を主張することがで
きる。したがって、【甲案】は、相対的効力案の採用と結び付いていな
いわけではない。なお、改正法は、譲渡制限特約の第三者効を肯定しな
がら、債務者の相殺の抗弁を広く認めている。
４　部会第61回会議
　第61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
関する論点の補充的な検討（１）では債権譲渡と相殺について次のよう
な案が提案された350。

　（１）債権の譲渡があった場合であっても、債務者は、譲渡人に
対して有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
できるものとする。
　（２）上記（１）にかかわらず、債務者は、上記（１）の反対債権
が次のいずれかに該当するときは、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ないものとする。
　ア　債務者対抗要件の具備前の原因に基づいて生じた債権でな
く、かつ、債務者対抗要件の具備時から債権発生までの間の当該債
権と同一の原因に基づいて生じた債権でないとき

348 部会第３分科会第４回会議議事録・16頁〔内田委員発言〕。
349 部会資料37・19頁以下。
350 部会資料50・24頁。
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　イ　債務者対抗要件の具備前の原因に基づいて生じた他人の債権
又は債務者対抗要件の具備時から債権発生までの間の当該債権と同
一の原因に基づいて生じた他人の債権を債務者対抗要件の具備後に
取得したものであるとき

　上記の提案のもとでは、①債務者対抗要件の具備時までに債権の発生
原因が既に存在していた場合について、債務者は当該債権による相殺を
譲受人に対抗することができるとされるとともに、②債務者対抗要件の
具備時までに債権の発生原因が存在していない場合でも、譲渡された債
権と同一の原因から発生する債権である場合、債務者は当該債権による
相殺を譲受人に対抗することもできるとされる351。
　②は、第45回会議の【甲案】と異なり、反対債権と譲渡された債権と
同一の原因に基づくことは要求されており、将来債権の譲渡のみを想定
している352。これは、前の提案と比べてみると、「同一の原因」というこ
とであるから、非常に狭い範囲で債務者に相殺を認めるという趣旨であ
ろうと推察することができる353。既発生債権が譲渡された場合には、債
務者は、債務者対抗要件具備時より後の原因に基づいて取得した債権に
よる相殺の抗弁を譲受人に対抗することができるかどうかという問題が
残された。債権が譲渡されたが、将来発生する反対債権をもって相殺し
たいという期待を債務者は持っていると考える。このような利益を確保
したいのであれば、債務者は、譲渡制限特約を締結するほかはない。こ
れと関連して、部会審議では譲渡制限特約の第三者効を認めないとして
おくと、債務者は困る場面がかなり残っているとの指摘がされた354。

351 部会資料50・25頁。
352 その具体例としては、譲渡された将来の売買代金債権と、当該売買代金債
権を発生させる売買契約の目的物の瑕疵を理由とする買主の損害賠償債権との
相殺が挙げられる。部会資料50・25頁。
353 部会第61回会議議事録・57頁〔三上委員発言〕。
354 部会第61回会議では、預金債権を念頭において、相殺の範囲が狭いこと理
由に、引き続き譲渡制限特約の効力を認めるべきとする意見が見られた。部会
第61回会議議事録・58頁〔三上委員発言〕。
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５　部会第３分科会第６回会議
　既に紹介したように債務者は債務者対抗要件の具備「前の原因」、ま
たは債務者対抗要件の具備時から債権発生までの間の当該債権と「同一
の原因」に基づいて生じた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。しかし、「前の原因」、「同一の原因」といった言葉には不
明確な部分がある。すなわち、具体的にどいうものが「前の原因」また
は「同一の原因」に入り、どういうものが入らないのは、明らかではない。
これらの点については、第61回会議においてほとんど議論がなく過ぎた
ので、第３分科会第６回会議では、「前の原因」、「同一の原因」といっ
た言葉遣いについては議論がされた。
　まず、「前の原因」に関する審議を確認しておく。部会審議では、「前
の原因」の意義を検討する際に、その典型例として想定していたのは、
賃料債権が譲渡された場合に、賃借人は、必要費償還請求権または有益
費償還請求権による相殺をもって譲受人に対抗することができるかとい
うケースである355。賃借人による相殺の可否を判断する際に、必要費償
還請求権または有益費償還請求権の発生原因は、債務者対抗要件具備前
に存在するかどうかは、重要なポイントである。結局、必要費償還請求
権または有益費償還請求権の発生原因をどのようにとらえるかによって
相殺の可否が決まることとなる。部会審議では、反対債権の発生原因に
ついて次のような２つの考え方が示された。１つは、反対債権の具体的
な発生原因に基づいて判断する考え方である356。すなわち、必要費又は
有益費の支出原因（損傷の存在など）が債務者対抗要件具備前に既に存
在した場合には、このような費用の支出は、債務者対抗要件具備後であっ
たとしても、債務者に相殺を認めるということである357。もう１つは、
契約の締結という抽象的なレベルで反対債権の発生原因を捉える考え方

355 部会第３分科会第６回会議・21頁〔中井委員発言〕。
356 部会第３分科会第６回会議・27頁〔中井委員発言〕。
357 内田委員は、有益費償還請求権による相殺の抗弁について、否定的であり、

「必要費についても、差押えが掛かったことを知りながら、あえて費用を掛け
て相殺しようとする期待をどこまで保護する必要があるかという議論はあり得
る」と指摘した。
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である358。すなわち、必要費償還請求権または有益費償還請求権の発生
原因は、賃貸借契約であるとする。債務者対抗要件具備時に、反対債権
の具体的な発生原因は、まだ生じないが、本来であれば、賃貸人は必要
費を出すべきであるという契約関係があり、反対債権の発生原因は契約
関係であるとすれば、相殺することができる359。
　次に、「同一の原因」に関する審議を確認しよう。「同一の原因」に基
づくというような密接な牽連性のあるような債権・債務間については、
債務者に相殺を認めるべきであると思われる360。この点について、部会
審議では、あまり異論はなかった。問題は、何が「同一の原因」に入る
ということである。事務当局の説明では、「同一の原因」に関する提案は、
債務者対抗要件の具備時に譲渡された債権を発生させる契約すら締結さ
れず、その後、契約が締結された場合を想定して示したものである361。
例えば、将来の売買代金債権が譲渡され、債務者対抗要件が具備され、
その後、売買契約が締結され、この契約に基づいて瑕疵の損害賠償請求
権が発生した場合である。この例において、「同一の原因」にいう「原因」
は、売買契約であると説明されている362。つまり、売買契約に基づく売
買代金債権と、その契約に基づいて生じた瑕疵担保に基づく損害賠償請
求権が「同一の原因」に基づいているということである。
　将来の売買代金債権が譲渡され、債務者対抗要件が具備された後に、
譲渡された債権を発生させる A 売買契約が締結され、その後に、債務
者対抗要件具備時より後に締結された別の B 売買契約に基づいて損害
賠償請求権が発生した場合はどうか363。部会審議では、「同一の原因」に
関する提案は、このような場合を想定していないという説明がされ
た364。当事者間では、基本契約が締結された場合はどうか。基本契約を「同
一の原因」とみることができるかは問題である。類似の契約が幾つも締

358 部会第３分科会第６回会議・23頁〔中井委員発言〕。
359 部会第３分科会第６回会議・36頁〔沖野幹事発言〕。
360 部会第３分科会第６回会議・36頁〔沖野幹事発言〕。
361 部会第３分科会第６回会議・24頁〔松尾関係官発言〕。
362 部会第３分科会第６回会議・25頁〔松尾関係官発言〕。
363 部会第３分科会第６回会議・25頁〔高須幹事発言〕。
364 部会第３分科会第６回会議・25頁〔松尾関係官発言〕。
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結され、その契約を「同一の基本契約」のもとで統合することは、考え
られていないと思われるが、「同一の原因」の範囲は、解釈の余地があ
り得るとの指摘がされた365。譲渡された債権と反対債権は、同じ契約に
基づくものではないが、密接に関連するときは、債務者に相殺を認める
べきか、ということについてより一層立ち入った検討が必要である。
　「前の原因」又は「同一の原因」の解釈について一致ができなかったと
しても、これによる相殺の抗弁が認められるという結論について、あま
り異論はないので、この概念で規定を設けることが決められていた。な
お、部会第61回会議の提案では、債務者対抗要件具備「前の原因」と当
該債権と「同一の原因」という言葉が使われているが、その「原因」の意
義は、必ずしも同じではない。第３分科会第６回会議では、「同一の原因」
という場合の「原因」について、混乱を招くとして、言葉遣いを改める
べきであるとの指摘がされた366。
６　部会第66・71回会議
　第66・71回会議において検討の対象とされた「中間試案のたたき台

（３）」、「中間試案」では債権譲渡と相殺について次のような案が提案さ
れた367。

365 部会第３分科会第６回会議・27頁〔沖野幹事発言〕。
366 部会第３分科会第６回会議・38頁〔沖野幹事発言〕。
367 部会資料55・24頁。

第66回会議

　ア　債権の譲渡があった場合に、譲渡人に対して有する反
対債権が次に掲げるいずれかに該当するものであるときは、
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
とができるものとする。
　（ア）権利行使要件の具備前に生じた原因に基づいて取得し
た債権
　（イ）権利行使要件の具備時から譲渡された債権が発生する
時までの間に当該債権と同一の契約に基づいて取得した債権
　イ　上記アにかかわらず、債務者は、権利行使要件の具備
後に取得した他人の債権による相殺をもって譲受人に対抗す
ることはできないものとする。
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　第66回会議の提案は、第61回会議の提案の趣旨を変化させるものでは
なくて、ただ否定的な表現を肯定的な表現に改める。すなわち、第61回
会議の提案は、原則として債務者は、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し、例外的に債務者対抗要
件の具備前の原因に基づいて生じた債権でなく、かつ、債務者対抗要件
の具備時から債権発生するまでの間の当該債権と同一の原因に基づいて
生じた債権でないときは、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ないとする。これに対して、第66回会議の提案は、
債務者は、権利行使要件の具備前に生じた原因に基づいて取得した債権、
または権利行使要件の具備時から譲渡された債権が発生する時までの間
に当該債権と同一の契約に基づいて取得した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する。また、第61回会議での議論を踏ま
えて、第66回会議において「同一の原因」が「同一の契約」に改められた。
７　小括
　第45回会議において、譲渡制限特約を第三者に対抗することが一切で
きないというルールを採用することを前提として、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の利益を保護するために、無制
限説より相殺の利益を厚く保護する旨の案が提示された。すなわち、①
抗弁切断基準時より前に反対債権の発生原因がすでに存在していた場合
と、②抗弁切断の基準時に反対債権の発生原因が存在していない場合で
も、譲渡された債権と関連して一体的に決済されることが予定された取

第71回会議

　ア　債権の譲渡があった場合に、譲渡人に対して有する反
対債権が次に掲げるいずれかに該当するものであるときは、
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
とができるものとする。
　（ア）権利行使要件の具備前に生じた原因に基づいて債務者
が取得した債権
　（イ）将来発生する債権が譲渡された場合において、権利行
使要件の具備後に生じた原因に基づいて債務者が取得した債
権であって、その原因が譲受人の取得する債権を発生させる
契約と同一の契約であるもの
　イ　上記アにかかわらず、債務者は、権利行使要件の具備
後に他人から取得した債権による相殺をもって譲受人に対抗
することはできないものとする。
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引があり、取得した反対債権がその取引から生ずるものであった場合に
おいて、債務者による相殺の抗弁を認める。第45回会議以降の会議は、
上記のような譲渡制限特約の第三者効を否定する提案を採用していない
が、その「相殺の抗弁を拡張する」という発想を受け入れた。第61回会
議においては、債務者の反対債権が債務者対抗要件の具備の「前の原因」
に基づいて生じた債権である場合、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（上記の①の基本的な立場）とされる。
ただ、上記の②に関連して、債務者の相殺の利益を保護すべき場合が、
反対債権が譲渡された債権と「同一の契約」から発生した場合に限定さ
れている。その後の第３分科会第６回会議において、「前の原因」、「同
一の契約」の意味について審議が行われたが、一致ができなかった。そ
れにもかかわらず、債務者対抗具備時より前の原因に基づく債権、又は
譲渡された債権と同一の契約に基づく債権による相殺の抗弁を認めると
いう方針が固まった。

第３項　第３ステージでの議論
１　「中間試案」に対して寄せられた意見
　先に確認したように、中間試案のもとでは債権が譲渡された場合にお
いて、譲渡人に対する債権が①債務者対抗要件具備時より前の原因に基
づいて生じた債権、②譲渡された債権と同一の契約に基づいて生じた債
権であるときは、債務者は当該債権による相殺をもって譲受人に対抗す
ることができるとされている。①は第45回会議において作成された【甲
案】の①を踏襲したものであり、②は【甲案】の②を基礎として「相殺の
範囲」を絞った形で設けられたものである。つまり、「譲渡された債権
と関連して一体的に決済されることが予定された取引があり、取得した
反対債権がその取引から生ずるものであった場合」との要件よりも、債
務者の譲渡人に対して有する債権が譲渡された債権と「同一の契約」か
ら生ずるであることを要求する点で相殺の範囲が狭められている368。そ
れにもかかわらず、「中間試案」に対して寄せられた意見では中間試案

368 部会資料71-４・129頁。
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（②）の立場について賛意を示した意見が多数を占めた369。
　他方、「中間試案」に対して寄せられた意見では②をさらに拡張すべ
きとの意見がされた。例えば、「商社や役所関係等の継続的な基本売買
契約では、譲渡禁止特約をおいて例が多い。これは、双方向の取引によ
り生じる当事者間の債権債務について相殺を可能とし、担保的機能を与
える趣旨である」との観点から、「『同一の契約』の範囲は、基本売買契
約（具体的には原料売り、製品買いのための基本契約等。）その他の取引
基本契約といったように幅広いものとして明記」すべきであるとする意
見がされた370。また、「債務者と譲渡人との間に継続的取引関係があっ
て、譲渡債権と反対債権がともに継続的取引関係の中で生じたもの（例
えば、継続的売買契約における売主の商品代金請求権と仕入割合に応じ
て買主が受ける割戻金の請求権や、借主から貸主への建設協力融資金の
授受がされた賃貸借契約における貸主の賃料債権と借主の建築協力融資
金返還請求権につき、一定期間単位で相殺し、決済することが予定され
ているもの等）であれば、相互に債権債務を有しており、債務者の相殺
の期待が保護されるべきである」とし、このような相殺を認めるために
中間試案（上記②）の表現を改めるべきであるとする意見もあった371。さ
らに、「相殺に対する期待が合理的であると認められるのは、形式的に
契約が同一である場合に限られず」とし、「社会的に一体として行われ
る一連の取引において生じた債権」についても相殺を認めるべきである
とする意見が見られた372。
　なお、「債権譲渡と相殺の抗弁」と関連して、「将来債権譲渡において
債務者が譲受人に対抗し得る抗弁を拡大すべきという要請」が相殺の抗
弁に限られるべきではないとし、「将来債権譲渡に対抗し得る抗弁の規
定をより一般化した形で設ける」べきであるとする意見があった373。

369 部会資料71-４・129頁。
370 部会資料71-４・129頁。
371 部会資料71-４・129頁。
372 部会資料71-４・130頁。
373 部会資料71-４・131頁。「将来債権譲渡が行われ権利行使要件が具備された
後に譲渡された債権が発生したが、この債権に同時履行の抗弁が付着している
といったケースでは、債務者はこの抗弁をもって譲受人に対抗し得るとすべき」
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２　部会第83回会議
　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）」では債権譲渡と相殺について次のような
案が提案された374。

　ア　債権が譲渡された場合において、債務者が譲渡人に対して有
する債権が次に掲げるいずれかに該当するものであるときは、債務
者は、譲受人が権利行使要件を備えた後であっても、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。
　（ア）権利行使要件の具備前の原因に基づいて生じた債権
　（イ）権利行使要件の具備後の原因に基づいて生じた債権であっ
て、その原因が譲受人の取得する債権を発生させる契約と同一の契
約であるもの
　イ　債権が譲渡され、譲受人が権利行使要件を備えた後に、他人
が有する債権者に対する債権を債務者が取得した場合には、その債
権が権利行使要件の具備前の原因に基づいて生じたものであって
も、これによる相殺は、譲受人に対抗することができない。

　まず、中間試案からの変更点を確認しておく。素案アは、「譲受人が
権利行使要件を備えた後であっても」という限定を付している点で中間
試案を変更している。また、素案ア（イ）は、「将来発生する債権が譲渡
された場合において」という限定を付していない点では、中間試案と異
なっている。ただ、この規律は、将来債権が譲渡された場合に、その適
用が限定される375。
　部会資料74A の説明によれば、素案ア（イ）は「権利行使要件の具備
後に付された譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないが、権利
行使要件の具備後に生じた原因に基づいて発生した債権についても相殺
の期待を保護することによって、将来債権が譲渡された後も譲渡人と債
務者との間における取引を継続することができるのであれば、債務者の

という。
374 部会資料74A・13頁以下。
375 部会資料74A・15頁。
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みならず、譲受人の利益にもなる」ということを考慮してされるのであ
る376。つまり、債務者の相殺期待を保護することによって、取引の継続
ないし譲渡された債権の発生を促すことができる377。
　素案ア（イ）のような規定を設ける場合には、どのような場合に「同
一の契約」が認められるのか、基準として不明確であるという批判があ
り得る。これに関しては、部会資料74A の説明では、契約書は同一で
あるか否かは、「同一の契約」に該当するか否かを判断するにあたって
重要な考慮要素であるが、決定的な意味をもつものではないという説明
がされている378。具体的には、「全く関係のない２つの契約を一通の契約
書で作成したとしても、これを「同一の契約」と評価するのは適当では
ない」と考えられる379。他方、一通の契約書が作成されることが取引慣
行上一般的である取引について、二通の契約書が作成された場合に、譲
渡された債権と反対債権とが別の契約書から発生していたとしても、取
引の一体性が考慮されることによって、「同一の契約」であると解釈さ
れることはあり得る」とも考えられる380。しかし、いくら相殺の範囲を
拡張したいのであっても、「同一の契約」という枠組みを超えることが
できない。
　以上の提案に対して、部会における議論の中心は、ア（ア）の「前の
原因」及び（イ）の「その原因」の意義にあった381。①ア（ア）にある「そ
の原因」とア（イ）にある「同一の契約」の関係をどう捉えていくと考え
られるのか、という点が問題となる。382この「その原因」は、「同一の契約」
とイコールと考えてよいのか。それとも、実質的な判断を入れて、「そ
の原因」が「同一の契約」を評価していくのか。それは色んな言い方が
あり得る。また、②賃料債権が譲渡され後に、賃借人が賃貸人に対して

376 部会資料74A・15頁。
377 中井康之「債権譲渡法制の民法改正案の概要」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）９頁。
378 部会資料74A・15頁。
379 部会資料74A・15頁。
380 部会資料74A・15頁。
381 潮見幹事の質問に松尾関係官は答えている。部会第83回会議議事録・58-60頁。
382 部会第83回会議議事録・58頁〔潮見幹事〕。
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必要費償還請求権又は有益費償還請求権（反対債権）を取得した事案に
おいて、賃借人の反対債権の「原因」は何か、という点が問題となる383。
この点について判断する際に、賃貸借契約、瑕疵の発生、修補、費用の
投下という要素が考えられる。①について、事務当局は、これまでの議
論の経緯を踏まえて「その契約」と「同一の契約」の関係を形式的に考え
ていくべきで、実質的に広げていくことは避けたほうがいいと説明す
る384。つまり、議論の経緯としては、中間試案の前では、「同一の契約」
よりも少し広い概念で反対債権の発生原因を捉えようという考え方が取
り上げられていたが、これに対して反対する意見があって、その後の段
階では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権と売買代金債権のような
場合を念頭において相殺を認める場合があるという議論があった。②に
ついては、契約と考えてよいと説明する385。ア（ア）にある「その原因」
は契約として捉えると、ア（ア）にある「前の原因」も契約ということに
なるのか、という点が問題となる。
３　部会第93・96・97・99回会議
　第93・96・97・99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）」386、「民法（債権関係）の改正
に関する要綱仮案（案）」387、「民法（債権関係）の改正に関する要綱案の
原案（その１）」388、「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」では債権譲
渡と相殺について次のような案が提案された。

383 部会第83回会議議事録・58頁〔潮見幹事〕。
384 部会第83回会議議事録・58頁〔松尾関係官発言〕。
385 部会第83回会議議事録・58頁〔松尾関係官発言〕。
386 部会資料81-１・３頁。
387 部会資料83-１・32-33頁。
388 部会資料84-１・34頁。

第93回会議
第96回会議

　ア　民法第467条第１項の規定による通知又は承諾がされた
ときは、債務者は、その通知を受け、又はその承諾をした時（以
下この（２）において「権利行使要件具備時」という。）より
前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人
に対抗することができる。
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　部会資料84-１第19、４（２）ア及びウは、部会資料83-１第19、４（２）
ア及びウを踏襲するものであるが、そのア及びウに加えて、債務者の抗
弁切断基準時について特則を設けている。すなわち、債務者の債務不履
行により譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、債務者
がその期間内に債務を履行しない場合において、「対抗要件具備時」は、

「相当の期間を経過した時」と読み替えられる。また、譲渡人の破産に
より、債務者は譲受人からの供託請求を受けた場合において、「対抗要
件具備時」は、「供託の請求を受けた時」と読み替えられる。これによっ
て、債務者は、これらの時点より後に譲渡人に対して反対債権を取得し
たとしても、一定の場合にはその相殺の抗弁が保護されることになる。

　イ　債務者が権利行使要件具備時より後に取得した譲渡人
に対する債権であっても、その債権が次に掲げるいずれかに
該当するものであるときは、アと同様とする。ただし、権利
行使要件具備時より後に他人の債権を取得したものであると
きは、この限りでない。
　（ア）権利行使要件具備時より前の原因に基づいて生じた債
権
　（イ）（ア）に規定するもののほか、譲受人の取得する債権
を生ずる原因である契約に基づいて生じた債権

第97回会議
第99回会議

　ア　債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に
対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができ
る。
　イ　債務者が対抗行使要件具備時より後に取得した譲渡人
に対する債権であっても、その債権が次に掲げるいずれかに
該当するものであるときは、アと同様とする。ただし、対抗
行使要件具備時より後に他人の債権を取得したものであると
きは、この限りでない。
　（ア）対抗行使要件具備時より前の原因に基づいて生じた債
権
　（イ）（ア）に掲げるもののほか、譲受人の取得する債権を
生ずる原因である契約に基づいて生じた債権
　ウ１（２）の場合におけるア及びイの規定の適用については、
これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「１（２）の
相当の期間を経過した時」とし、１（３）イの場合における
これらの規定の適用については、これらの規定中�「対抗要件
具備時」とあるのは、「１（３）イの規定により１（３）イの
譲受人�から供託の請求を受けた時」とする。
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４　小括
　先に紹介したように中間試案は、債務者対抗要件具備時より後の原因
に基づく債権による相殺の可否について、債務者の相殺の利益を保護す
べき場合を反対債権が譲渡された債権と「同一の契約」から発生した場
合に限定している。これに対して、中間試案に寄せられた意見では、中
間試案の立場を採用した上で、さらに相殺の抗弁を拡張すべきであると
する意見が示された。つまり、債権が譲渡されたとしても、双方向の取
引から発生する債権の相殺、継続的取引関係から発生する債権の相殺、
社会的に一体として行われる一連の取引から発生する債権の相殺を保護
すべきであるとする389。このような考え方は、債権譲渡と相殺について
第45回会議の提案（【甲案】の②）を復活させるために提示されたもので
ろう。部会審議では、このような考え方に対しては何らの議論も行われ
ず、結局、要綱案は「同一の契約」という枠組みを採用した（改正法469
条２項２号）。

第３款　民法改正の経緯の与える示唆
第１項　基本的な考え方
　改正法は、その469条１項において従来の無制限説を採用し、改正前
法468条２項の規律内容を実質的に維持している。他方、同条２項１-２
号においては無制限説の範囲をさらに超えて債務者による相殺の抗弁を
認めている。具体的には、債務者の譲渡人に対して取得した反対債権の
発生原因が対抗要件具備の時点で既に存在していれば、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（同条２項１号）。
また、反対債権の発生原因が対抗要件具備の時点で存在していない場合
でも、反対債権が譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じ
ものであるときは、債務者も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（同条２項２号）。ここで注意すべきは、同条２項２
号が適用されるのは、将来債権が譲渡された場合に限られるということ
である390。例えば、将来の売買代金債権が譲渡され、対抗要件が具備さ

389 部会資料71-４・129-130頁。
390 部会資料74A・15頁。
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れた後に、売買契約が締結され、買主が売買契約の債務不履行に基づい
て損害賠償請求権を取得した場合に、買主は当該債権を自働債権として
売買代金債権と相殺することができる。このような場合における相殺範
囲の拡張は、将来債権譲渡における譲渡制限特約の効力と連動している。
以下では、譲渡制限特約の効力に関する改正は、相殺範囲の拡張に与え
ていた影響を確認する。
　改正法469条の６第３項では、対抗要件の具備後に付された譲渡制限
特約が譲受人に対抗することができないとされている。これによって、
これまで譲渡制限特約によって保護されてきた相殺の利益が保護されな
いことになる。どうしても相殺の利益にこだわる債務者には、譲渡人と
の取引関係を終了させるという選択肢しか残されていない。このような
利益状況を念頭において、改正法は、その469条２項２号において対抗
要件具備後に生じ原因に基づいて発生した債権による相殺の抗弁を保護
することによって債務者が譲渡人との取引関係を維持することを促すと
いうアプローチを採用した391。債務者が譲渡人との取引関係を継続する
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相殺
の利益は、改正法469条２項２号により引き続き保護されることになる。
改正法は、譲渡制限特約の第三者効を認めない代償として469条２項２
号を置き、債務者の相殺利益を確保しているのである。

第２項　「対抗要件具備時より前の原因」の意味
　改正法469条１号にいう「対抗要件具備時より前の原因」は、具体的に
いかなる場合を意味しているのか。まず、検討の対象となるケースを確
認しておこう。
　A は B に対する貸金債権を C に譲渡し、その旨が B に通知した。他
方、AB 間では売買契約が締結されていた。A が商品を B に引渡したと
ころ、契約に適合しない瑕疵があり、B は A に対して損害賠償請求権
を取得した。売買契約が対抗要件具備前に締結されたものの、商品の引
渡しが対抗要件具備後に行われた場合に、B は損害賠償請求権を自働債
権として貸金債権と相殺することができるのか。

391 部会資料74A・14頁。
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　このようなケースにおいて、損害賠償請求権の発生原因がどのような
捉えられるべきか。改正法469条２項１号をめぐって展開された学説を
確認してみると、次のような３つの考え方があり得る（詳しくは序章第
４款第１項）。第１は、「前の原因」を契約の締結という抽象的なレベル
で捉え、それ以上何らの制限を加えないとの考え方である。損害賠償請
求権の発生原因が売買契約であるとすれば、B による相殺が認められる。
第２は、「前の原因」をそれなりに具体的な内容に求めて限定的に解釈
するとの考え方である。損害賠償請求権の発生原因が売買契約の締結で
はなく、商品の引渡しであるとすれば、B による相殺が認められない。
第３は、牽連性を有する場合と牽連性を有しない場合を分けて「前の原
因」を検討するとの考え方である。具体的には、相殺に供される債権の
間に牽連性がある場合には、契約の存在をもって「前の原因」があると
するのに対して、牽連性がない場合には、反対債権の具体的な発生原因
をもって「前の原因」があるとする。ケースに即してみれば、相殺に供
される貸金債権と損害賠償請求権の間に牽連性がなく、「前の原因」は
反対債権の具的的な発生原因に基づいて判断され、B は損害賠償請求権
による相殺をもって譲受人に対抗することができない。
　改正法469条１号にいう「対抗要件具備時より前の原因」について、第
２の考え方又は第３の考え方を採用する場合に、債務者は不利益を被る
おそれがある。例えば、B が瑕疵に気付かないうちに、売買代金を支払っ
た場合に、売買代金債権が弁済により消滅し、損害賠償請求権を自働債
権とし、売買代金債権を受働債権として相殺することができないし、損
害賠償請求権又は代金減額請求権だけを主張することができる。債務者
の利益を保護するため、第１の考え方があり得る。ただし、この解釈に
ついては、今後、司法の場では裁判例という形で争われてその当否が判
断されることになる。「対抗要件具備時より前の原因」を広く解釈した
としても、司法の場ではそれが支持されないということもあり得る。債
務者の譲渡人に対して取得した債権が469条２項１号にいう「対抗要件
具備時より前の原因に基づいて生じた債権」に該当しないとされたとき
に、債務者の相殺の利益をどのような形で守るか。改正法では、債務者
には相殺の利益を確保することができる道が存在する。すなわち、債務
者は、貸金債権に譲渡制限特約を付すことにより相殺の利益を確保する
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ことができる（改正法466条２-３項）。

第３項　「譲受人の取得した債権の発生原因である契約」の意味
　先に確認したように改正法469条２項２号は、第45回会議の提案を基
礎として設けられたものである。第45回会議の提案では、債務者の譲渡
人に対して取得した債権が、譲渡された債権を発生させる契約に基づい
て生じたものでない場合でも、譲渡された債権と関連して一体的に決済
されることを予定された取引があり、その取引から生ずるものであった
場合に、債務者はこの債権による相殺の抗弁を譲受人に対抗することが
できる392。しかし、「債権譲渡と相殺」については、改正法はこの提案を
採用せず、相殺することが許される債権は同一の契約から発生するもの
に限定される（改正法469条２項２号）。また、同項２号が適用されるのは、
将来債権が譲渡された場合に限られる393。例えば、将来の売買代金債権
が譲渡され債務者対抗要件が具備された後に、売買代金債権を発生させ
る契約が締結され、債務者が当該契約の目的物の瑕疵を理由として譲渡
人に対して損害賠償請求権を取得した場合には、債務者は、損害賠償請
求権を自働債権とし、売買代金債権を受働債権として相殺することがで
きる394。これに対して、債務者が売買代金債権を発生させる契約と異な
る契約に基づいて譲渡人に対して反対債権を取得した場合には、反対債
権が同項２号にいう「譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基
づいて生じた債権」に該当せず、債務者は反対債権による相殺の抗弁を
譲受人に対抗することができない。確かに譲渡された債権と反対債権と
が異なる契約から発生していたとしても、取引の一体性が考慮されるこ
とによって、「譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて
生じた債権」であると解されることがあり得るが395、改正法において、

392 部会資料37・50頁。
393 部会資料74A・15頁。
394 部会資料74A・15頁。
395 部会資料74A・15頁。牽連する債務間の相殺の具体例として、①「将来債権
譲渡がなされ債務者対抗要件が具備された後に、将来債権と自働債権の発生原
因となる単一の契約が締結された場合」、②「債権譲渡がなされ債務者対抗要
件が具備された後に、受働債権の発生原因となる契約とは異なる、自働債権の
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「同一の契約」という客観的な基準で認められる相殺の範囲を画するこ
ととした。
　改正法において、相殺することが許される債権は同一の契約から発生
するものに限定されたが、債務者は相殺の利益を確保することができる
という法的手段が存在している。つまり、改正法はその466条２-３項に
おいて譲渡制限特約の第三者効を認めているので、債務者は、相殺の利
益を確保するために、譲渡制限特約を締結することができる。譲渡制限
特約が締結された場合に、相殺に供される譲渡された債権と反対債権と
が異なる契約から発生していたものでも、債務者は反対債権を自働債権
とし、譲渡された債権を受働債権として相殺することができる。改正法
は、「同一の契約」という客観的な基準で認められる相殺の範囲を画し
ているが、債務者は譲渡制限特約を付すことにより相殺の利益を確保す
ることができる仕組みになっている。

発生原因となる契約が締結されたが、両契約が複合契約を形成している場合」、
③「債権譲渡がなされ債務者対抗要件が具備された後に、受働債権の発生原因
となる契約とは異なる、自働債権の発生原因となる契約が締結されたが、両契
約が同一の基本契約（枠契約）上の個別契約（適用契約）である場合」が挙げら
れる。岩川隆嗣「双務契約の牽連性と担保の原理──フランス法における同時
履行の抗弁を中心として（10完）」法学協会雑誌135巻12号（2018年）93-95頁。


