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次の文章を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 

【事実】 

１．Ａは，太陽光発電パネル（以下「パネル」という。）の部品を製造し販売することを

事業とする株式会社である。工場設備の刷新のための資金を必要としていたＡは，平

成２５年１月１１日，Ｂから，利息年５％，毎月末日に元金１００万円及び利息を支

払うとの条件で，１２００万円の融資を受けると共に，その担保として，パネルの部

品の製造及び販売に係る代金債権であって，現在有しているもの及び今後１年の間に

有することとなるもの一切を，Ｂに譲渡した。Ａ及びＢは，融資金の返済が滞るまで

は上記代金債権をＡのみが取り立てることができることのほか，Ａが融資金の返済を

一度でも怠れば，ＢがＡに対して通知をすることによりＡの上記代金債権に係る取立

権限を喪失させることができることも，併せて合意した。 

２．Ａは，平成２５年３月１日，Ｃとの間で，パネルの部品を１００万円で製造して納品

する旨の契約を締結した。代金は同年５月１４日払いとした。Ａは，上記部品を製造

し，同年３月１２日，Ｃに納品した（以下，この契約に基づくＡのＣに対する代金債

権を「甲債権」という。）。Ａは，同月２５日，Ｄとの間で，甲債権に係る債務をＤが

引き受け，これによりＣを当該債権から免責させる旨の合意をした。 

３．Ａは，平成２５年３月５日，Ｅとの間で，パネルの部品を１５０万円で製造して納品

する旨の契約を締結した。代金は同年５月１４日払いとした。Ａは，上記部品を製造

し，同年３月２６日，Ｅに納品した（以下，この契約に基づくＡのＥに対する代金債

権を「乙債権」という。）。乙債権については，Ｅからの要請を受けて，上記契約を締

結した同月５日，ＡＥ間で譲渡禁止の特約がされた。Ａは，Ｂに対してこの旨を同月

５日到達の内容証明郵便で通知した。 

４．その直後，Ａは，大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり，

平成２５年４月末日に予定されていたＢへの返済が滞った。 

５．Ａの債権者であるＦは，平成２５年５月１日，Ａを債務者，Ｃを第三債務者として甲

債権の差押命令を申し立て，同日，差押命令を得た。そして，その差押命令は同月２

日にＣに送達された。 
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６．Ｂは，平成２５年５月７日，Ａに対し，同年１月１１日の合意に基づき取立権限を喪

失させる旨を同年５月７日到達の内容証明郵便で通知した。Ａは，同年５月７日，Ｄ及

びＥに対し，甲債権及び乙債権をＢに譲渡したので，これらの債権についてはＢに対し

て弁済されたい旨を，同月７日到達の内容証明郵便で通知した。 

 

〔設問１〕 

⑴ 【事実】１の下線を付した契約は有効であるか否か，有効であるとしたならば，Ｂ

は甲債権をいつの時点で取得するかを検討しなさい。 

⑵ Ｃは，平成２５年５月１４日，Ｆから甲債権の支払を求められた。この場合にお

いて，Ｃの立場に立ち，その支払を拒絶する論拠を示しなさい。 

 

〔設問２〕 

Ｅは，平成２５年５月１４日，Ｂから乙債権の支払を求められた。この請求に対し，

Ｅは【事実】３の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意

義を踏まえ，かつ，Ｂが乙債権を取得した時期に留意しつつ，理由を付して論じなさ

い。 
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解説 

第１ 設問１⑴について 

１ 契約の有効性 

いわゆる債権譲渡担保契約の有効性について問う問題であるが，判例

（最判平 11.1.29，最判平 12.4.21）に従って，債権発生の可能性，特定

性，公序良俗違反の有無について論じれば足りる。 

ただし，本問では，譲渡の時点で第三債務者が確定していない点には留

意が必要である。 

２ Ｂが甲債権を取得する時期 

本件の債権譲渡担保は，いわゆる本契約型に属するところ，本契約型の

場合には，債権譲渡契約に取立権限を債務者に付与する旨の合意が付加さ

れているだけであるとされる（最判平 13.11.22）。 

したがって，債権譲渡の効力は，譲渡の合意がなされた時点（平成 25年

１月 11日）で確定的に生じている。一方，将来発生する債権については，

債権発生時に何らの行為を要せずして，債権が譲受人に移転することにな

るという趣旨に解される大審院判例がある（大判昭 9.12.28）が，この点

についての最高裁の立場は明確ではない（最判平 19.2.15参照）。 

大審院判例に従えば，甲債権が発生した平成 25 年３月１日に同債権を

取得することになる。 

 

第２ 設問１⑵について 

１ Ｃの反論 

Ｃとしては，①３月 25 日にＡＤ間で免責的債務引受がなされており，

Ｃは債務者たる地位を喪失している，②平成 25年１月 11日の時点で債権

譲渡が行われており，Ｂが優先する債権者であるから，Ｆに支払うことは

できない，と反論することが考えられる。 

２ ①について 

    設問１⑴で論じたように，Ａは平成 25年１月 11日の時点で，将来発生

する債権をＢに対して譲渡しているから，①－１ＡＤ間でなされた免責的

債務引受は，無効なのではないか。また，①－２第三者との関係では，債

務を免れさせる効力を対抗できないのではないかという点が問題となる。 

⑴ ①－１について 

引受人を債務者に準ずる立場にある者と捉え，（債務者対抗要件具備

までは）有効に引受債務を成立させることができるとする見解がある。 

債務引受とは，引受時に債務者が負っていたのと同一内容の債務を引

受人が引き受けるものであり，対象となる債務の履行に関する限り，抗

弁も含めて債務者の従前の地位がそのまま引受人に引き継がれる。その

意味で，引受人は債務者に準ずる立場にある者と捉える余地がある。一

方，債務者は，自己に対する債権が譲渡されていたとしても，債務者対

抗要件としての通知（467Ⅰ）が債務者に到達するまでは，譲渡人に対

して弁済することができる。 
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こうした点からすると，引受人は，債務者対抗要件が具備されるまで

は，債務引受に係る合意を結ぶことができ，当該合意に基づき譲渡人に

対して弁済することができると解する立場である。 

これに対しては，引受債務は誰との間で生じるのか（譲渡人との間で

生じるのか，それとも譲受人との間で生じるのか）が明確でないとの批

判が加えられている。 

この立場に従うと，未だＣの下に，通知が到達していないのであるか

ら，有効に免責的債務引受契約を締結することができる。 

⑵ ①－２について 

     引受人はむしろ対抗問題における「第三者」に該当し，譲受人が債権

譲渡に係る第三者対抗要件（467Ⅱ）を備えた後は，債権者は譲渡人であ

ると措定した上で債務引受を有効に成立させることはできないと考え

る立場もある。債権譲渡と債務引受の競合として，対抗関係に立つとい

う理解である。 

これに対しては，引受人による弁済が有効に行われ，原債務に係る権

利への代位が問題となる場面では譲受人と競合する部分が出てくるよ

うにも見えるが，引受自体によって当然にそのような関係に立つ訳では

なく，引受人又は引受人になろうとする者は「対抗要件の欠缺を主張し

得る第三者」には当たらない，すなわち対抗関係にはならないとする批

判が加えられている。 

この立場に従うと，本問では，Ｆは引受契約締結後に現れたものにす

ぎないから，ＣはＦに対して，引受契約の効力を対抗することができる。 

ちなみに，以上のように，免責的債務引受の効力及び対抗力という問

題という観点ではなく，弁済の有効要件からこの問題を論じる見解もあ

る。 

なお，債務引受は債権者と引受人の間でもなし得ると解されているが，

債務者の意思に反しないことを要件とするか否か見解が分かれる。 

３ ②について， 

上記平成 13 年判決の事案と異なり，債権譲渡契約が行われた際には，

第三債務者が確定していないため，債権譲渡の通知がなされていない。債

権譲渡の通知がＤの下に到達したのは，平成 25 年５月７日であって，Ｆ

による差押えにかかる差押命令がＣの下に到達したのは，５月２日である

から，Ｆが優先する。 

したがって，反論②は認められない。 

 

第３ 設問２について 

１ 譲渡禁止特約の意義 

譲渡禁止特約の意義については，争いがあるが，判例・通説は，債権譲

渡の効力を失わしめる意義を有すると解している（物権的効力説）。 

したがって，Ｅは，乙債権に譲渡禁止特約が付されていることを理由と

して，Ｂからの支払請求を拒むことができる。 

２ 将来債権譲渡と譲渡禁止特約の関係 

譲渡禁止特約の存在について善意（無重過失，最判昭 48.7.19）の第三

者には，これをもって対抗することができない（466Ⅱただし書）。 
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もっとも，将来債権譲渡において，この善意の判断時期をどのように考

えるのか，また譲渡禁止特約の効力をどのように考えるのか，議論がある。 

この点について，東京地判平 24.10.4 は，善意の判断の基準時は，「債

権の譲渡を受けた時である」とし，将来債権の譲渡後に譲渡禁止特約が付

された場合には 466条２項ただし書の適用はなく，常に譲渡禁止特約が有

効になる旨判示した。もっとも，善意の判断の基準時を譲渡契約時である

と解すれば，事後的に譲渡禁止特約を付した場合には，譲受人は常に善意

であると解釈することも可能である。 

また，そもそも債権の発生原因たる契約に譲渡禁止特約が付されると，

債権が譲渡性のないものとして発生するために，これに先立つ債権譲渡及

び当該譲渡に基づく第三者対抗要件の具備があったとしても，債権譲渡の

効力は生じないとする見解もある。 

さらに，債務者は契約当事者として債務の内容を形成する自由を有し，

将来債権譲渡についても譲渡人との間で譲渡禁止特約を合意して自らの

利益を確保する自由があり，自らが関与しない将来債権譲渡によりその自

由を奪われる理由はない。一方で，譲受人は，将来債権を譲り受けた後に，

譲渡禁止特約が付されるリスクがあることを考慮した上で取引するか否

かを決定できることから，債務者は無条件に譲渡禁止特約の効力を譲受人

に対抗することができるとする見解もある。466条２項ただし書の適用は

ないと考える見解であるが，上記東京地判とは論理が異なる（なお，この

見解の亜種として，将来債権が譲渡されて権利行使要件が具備されるまで

の間に譲渡禁止特約が付されても，466条２項ただし書は適用されないと

する立場もある）。 

なお，設問１において，仮に譲渡契約時に譲受人が債権を取得すると解

すると，事後的に譲渡禁止特約が付された場合には，譲渡人は，債権につ

いての処分権限を失っており，譲渡禁止特約を有効に締結することができ

ず，債務者は譲渡禁止特約を主張することができないという解釈を採るの

が素直だろう。 
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出題の趣旨 

設問１のうち，小問１は，将来債権譲渡が原則として有効であることを踏まえ，担保目的でされた将来

債権の譲渡契約の結果，債権譲受人が将来債権をいつの時点で取得したのかについて，動産譲渡担保・不

動産譲渡担保と異なる債権譲渡担保の特性を意識しながら理論的に説明をすることができる能力を試す

ものである。小問２は，担保目的での将来債権譲渡がされた後に債権者・引受人間でされた免責的債務引

受の効力及び対抗力に留意しつつ，譲渡債権について差押債権者が有する地位を，事実に即して論じさせ

るものである。また，設問２は，将来債権譲渡を目的とする契約が締結された後に譲渡債権に付された譲

渡禁止特約をもって債権譲受人に対抗することができるか否かを，譲渡禁止特約に関する民法第４６６条

第２項の理解を踏まえ，債権譲受人の地位及び債務者の地位に結び付けられた利益を考慮に入れつつ理論

的に説明することができる能力を試すものである。 
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第１ 設問１小問⑴について 

１ 本件契約の有効性 

⑴ 本件契約は，Ａが将来取得する可能性のある債権を譲渡

担保に供する契約であるが，いまだ発生していない将来の

債権を譲渡担保の目的にすることができるか。 

   思うに，将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約に

あっては，契約当事者は，債権が見込み通りに発生しなかっ

た場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上

の責任の追及により清算することとして，契約を締結してい

るものと解せられるから，将来発生する債権を譲渡する契約

も有効となり得る。もっとも，債権譲渡においては目的債権

が特定されている必要があるから，①譲渡の目的とされる債

権の範囲が特定されていること，②債権譲渡契約が公序良俗

（民法（以下，法令名省略。）９０条）に反しないことが必

要である。 

⑵ 確かに，譲渡の時点で第三債務者は確定していないが，目

的債権は，Ａのパネルの部品の製造及び販売に係る代金債

権であり発生原因は特定され，また，債権の発生時期も１年

と特定されているので，①譲渡の目的とされる債権の特定

に欠けるものではない。 

   また，目的債権の範囲が１年間に限定されており，取立権

限もＡの下に留保されているので，譲渡担保設定者に著しく

不利とはいえず，他の債権者に不当な不利益を与えるもので

もないので，②公序良俗に反しない。 

   したがって，本件譲渡担保契約は有効である。 

２ 甲債権の取得時期 

  ＢがＡの取立権限を喪失させる旨を同人に通知し，Ａがこれ

に基づいてＤに対しＢに債権を譲渡した旨を通知したのは，平

成２５年５月７日であるから，この時点でＢが甲債権を取得す

るとも考えられる。 

  もっとも，ＡＢ間の債権譲渡担保契約は，いわゆる本契約型

のものである。この類型においては，債権譲渡の効力は契約締

結時に生じ，既発生債権は契約時に確定的に譲受人に移転する

のであって，債務者が正常な弁済を続けている間，債務者に取

立て，費消権限を留保するとの内部的合意が付加されているに

すぎない。一方で，未発生債権については発生時に，何らの行

為を要せずして，債権が譲受人に移転することになるという合

意がなされているものと解される。 

  したがって，債権譲渡の効力は，ＡＢ間で譲渡の合意がなさ

れた時点で確定的に生じており，甲債権が発生した平成２５年

３月１日に同債権を取得することになる。 

第２ 設問１小問⑵について 

１ Ｃとしては，平成２５年３月２５日にＡＤ間で免責的債務引

受がなされており債務者たる地位を喪失していると反論する

ことが考えられるため，その当否について検討する。 

２ Ａは，平成２５年１月１１日の時点で，将来発生する債権を

答案 
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書）。なお，特約は公示性に欠けるから，軽過失者は保護すべ

きであり，善意とは善意・無重過失を意味すると解する。 

  そうすると，譲渡契約時に譲渡禁止特約が付されることを知

り得なかった譲受人Ｂは，無条件に「善意」者であると解する

ことができそうである。 

  しかし，債務者は契約当事者として債務の内容を形成する自

由を有し，将来債権譲渡についても譲渡人との間で譲渡禁止特

約を合意して自らの利益を確保する自由があり，自らが関与し

ない将来債権譲渡によりその自由を奪われる理由はない。一方

で，譲受人は，将来債権を譲り受けた後に，譲渡禁止特約が付

されるリスクがあることを考慮した上で取引するか否かを決

定できる。 

  したがって債務者は無条件に譲渡禁止特約の効力を譲受人

に対抗することができると解すべきである。その意味で，４６

６条２項ただし書の適用は排除される。 

  なお，Ｂが債権を取得するのは，債権発生時であるから，譲

渡契約締結後も事後的に譲渡禁止特約を締結することは可能

である。 

３ よって，Ｅは譲渡禁止特約をＢに対抗できる。 

                         以 上 

 

 

Ｂに対して譲渡しているから，ＡＤ間でなされた免責的債務引

受は効力を有しないのではないか。 

  思うに，債務引受とは，引受時に債務者が負っていたのと同

一内容の債務を引受人が引き受けるものであり，対象となる債

務の履行に関する限り，抗弁も含めて債務者の従前の地位がそ

のまま引受人に引き継がれる。その意味で，引受人は債務者に

準ずる立場にある者と捉える余地がある。一方，債務者は，自

己に対する債権が譲渡されていたとしても，債務者対抗要件と

しての通知（４６７条１項）が債務者に到達するまでは，譲渡

人に対して弁済することができる。 

  したがって，引受人は，債務者対抗要件が具備されるまで，

債務引受に係る合意を結ぶことができると解すべきである。 

  よって，Ｃは，差押命令が送達されるまでの間になされた免

責的債務引受をもってＦに対抗することができる。 

３ 以上から，Ｃの主張は正当である。なお，債務者Ｃの意思に

反しない限り（４７４条２項参照），債権者と引受人との間で

も引受契約をなし得るから，ＡＤ間での合意も有効である。 

第３ 設問２について 

１ 譲渡禁止特約は，第三者に対しても債権譲渡の効力を失わし

める効果を持つと解する。当事者間で債権譲渡を禁止すること

ができるのは，契約自由の原則から当然だからである。 

２ もっとも，譲渡禁止特約の存在について善意の第三者には，

これをもって対抗することができない（４６６条２項ただし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


