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 司法試験 倒産法 平成27年 第１問 
問題文 

 次の事例について，以下の設問に答えなさい。 
【事 例】 
  Ａ株式会社（以下「Ａ社」という。）は，平成８年に設立された機械部品の製造
販売を業とする会社であり，近隣の工場に製造した工作機械の部品等を卸してい
た。 

  Ａ社は，平成２６年初め頃からの急激な円安により原材料費が急騰したため，同
年８月頃から急速に資金繰りを悪化させ，同年１１月末には支払不能に陥った。そ
こで，Ａ社は，同年１２月１０日，債権者及び売掛先に弁護士受任通知を発して支
払を停止した上，同月１５日，破産手続開始の申立てをしたところ，同月１７日，
破産手続開始の決定がされ，破産管財人Ｘが選任された。 

 
〔設 問〕 以下の１及び２については，それぞれ独立したものとして解答しなさ
い。 

 １．上記事例において，ＸがＡ社の売掛金台帳を調査したところ，部品納入先であ
るＢに対して，平成２６年１０月１日から同年１１月末日分までの納入分に係る
合計２１６万円の売掛債権（以下「本件売掛債権」という。）が未収となってい
ることが判明した。そこで，Ｘは，Ｂに対し，平成２７年１月末日までに本件売
掛債権２１６万円を支払うよう催告した。 

   上記催告を受けたＢは，Ｘに対し，「本件売掛債権については，平成２６年１
２月１２日，同月１１日付けの確定日付のある証書により，Ａ社からＹ社に譲渡
された旨の債権譲渡通知を受領したため，同月１５日，Ｙ社に対して全額を支払
った。」と説明した。 

   そこで，Ｘが更に調査をしたところ，Ａ社とＹ社との間においては，平成２４
年５月１０日にＡ社がＹ社から設備投資のため１０００万円の融資を受けるに当
たり，Ａ社のＢに対する売掛債権について，同日，次のとおりの債権譲渡契約が
締結されていることが判明した。 

 

（債権譲渡） 
１ Ａ社は，Ａ社がＹ社に対して負担する一切の債務を担保するため，Ａ社が
Ｂに対して現に有する売掛債権及び将来取得する売掛債権をＹ社に包括的に
譲り渡す。 

（効力発生時期） 
２ 前項の譲渡の効力は，Ａ社が，支払を停止したとき又は破産手続開始の申
立てをしたときにその効力を生ずる。 
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   また，Ｙ社は，上記債権譲渡契約の締結に当たり，将来の債権譲渡通知のため
に，Ａ社から委任状等の必要書類をあらかじめ受領しており，Ｂが平成２６年１
２月１２日に受領した債権譲渡通知は，Ａ社が同月１０日に支払を停止したた
め，上記債権譲渡の効力が発生したとして，Ｙ社がＡ社を代理して行ったもので
あることも判明した。 

   この調査結果を踏まえ，Ｘは，Ｙ社に対し，否認権を行使することにより，Ｙ
社がＢから受領した本件売掛債権に係る売掛金２１６万円の返還を求めて訴えを
提起しようと考えている。この場合に，Ｘの否認権の行使を基礎付ける法律構成
としてどのようなものが考えられるか，またＸの否認権の行使が認められるかど
うかについて，予想されるＹ社の反論を踏まえて，論じなさい。 

 ２．Ａ社は，破産手続開始前，製造した部品を納入するため，トラック１台（以下
「本件車両」といい，道路運送車両法第５条第１項の適用を受けるものとす
る。）を使用しており，破産手続開始時において，同車両はＡ社の占有下にあっ
たが，自動車登録ファイルに登録された所有者は，自動車販売会社であるＣ社で
あった。そこで，Ｘは，Ｃ社に対し，登録名義の変更を求めたが，逆に，Ｃ社の
系列信販会社であるＺ社から，本件車両を同社に引き渡すよう求められた。 

   そこで，Ｘが調査をしたところ，本件車両は，平成２５年１０月１０日にＣ社
がＡ社に対し代金４００万円で売却したものであり，その際，Ｃ社に対して頭金
６４万円が支払われ，残代金である３３６万円（以下「本件残代金」という。）
の支払等については，同日，Ａ社，Ｃ社及びＺ社の三者間において，次のとおり
の契約が締結されている事実が判明した。 

 

（本件残代金の支払等） 
１ Ａ社は，Ｚ社に対し，本件残代金３３６万円を自己に代わってＣ社に立替
払することを委託し，本件残代金に手数料である２４万円を加算した３６０
万円を平成２５年１０月から平成２７年９月までの各月末日限り２４回に分
割してＺ社に支払う（以下，このＡ社の支払債務を「本件立替払金等債務」
という。）。 

（所有権の留保） 
２ 本件車両の所有権は，Ｃ社のＡ社に対する本件残代金債権を担保するため
に，Ｃ社に留保する。 

（留保所有権の移転） 
３ Ａ社は，登録名義のいかんを問わず，Ｃ社に留保されている本件車両の所
有権が，Ｚ社がＣ社に本件残代金を立替払することによってＺ社に移転し，
Ａ社が本件立替払金等債務を完済するまでＺ社に留保されることを承諾す
る。 

（本件車両による弁済） 
４⑴ Ａ社が本件立替払金等債務の支払を１回でも怠ったときは当然に期限の
利益を失い，その場合，同社は，Ｚ社に対する弁済のため，直ちに本件車
両の保管場所を明らかにし，本件車両をＺ社に引き渡す。 

 ⑵ Ｚ社は，本件車両の引渡しを受けた場合には，その評価額をもって，本
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件立替払金等債務の弁済に充当することができる。 

 
   Ｘが更に調査をした結果，Ｚ社が，平成２５年１０月１５日，上記契約に基づ
き，Ｃ社に対し，本件残代金３３６万円を立替払していること，Ａ社が，本件立
替払金等債務について，平成２６年１１月末日分の支払を怠っていることが判明
した。Ｚ社は，Ｘに対して，本件車両の引渡しを求める法的根拠として上記契約
の４⑴の条項を摘示した上，Ａ社が，本件立替払金等債務について，同年１１月
末日分の支払を怠ったため，当然に期限の利益を失ったと主張している。 

   以上の調査結果を踏まえ，Ｘとして，Ｚ社からの本件車両の引渡請求に対して
いかなる主張をすることが考えられるか，またその主張が認められるかどうかに
ついて，予想されるＺ社の反論を踏まえて，論じなさい。 

 
（参照条文）道路運送車両法 

第５条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は，登録を受けなければ，第三者に対抗
することができない。 

２ （略） 
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解説 

第１ 現場における思考方法 
１ 問を確定する 
設問１と，設問２があることが分かる。近時の倒産法は，設問の部分に，かなり
長めの事例が掲載されていることが多い。設問１の問の一番最後の部分を読むと，
「X の否認権の行使を基礎付ける法律構成として，どのようなものが考えられる
か，また X の否認権の行使が認められるか」ということが聞かれている。この時点
で，大枠として，否認権の条文が使えることを想起していただきたい。設問２で
は，「X として，Z 社からの本件車両の引渡請求に対していかなる主張をすることが
考えられるか，またその主張が認められるかどうかについて，予想される Z 社の反
論を踏まえて，論じなさい」ということが聞かれている。 
２ 設問１について 
 ⑴ 否認権の問題に関しては，ほとんど処理が決まっている。すなわち，実体法の
権利関係を分析した上で，否認権の条文を検索し，そこに記載されているいくつ
かの否認権から，どの否認権を行使すればよいのかを，条文の記載内容を考慮し
つつ決定する。あとは，その条文に当てはめていけばよい。そして，その中で，
否認権に関する重要な判例があれば，その判例を想起したいところである。 

 ⑵ 【事例】の部分には，A社について，平成 26 年 11 月末に支払不能になり，平
成 26 年 12 月 17 日に破産開始決定がされ，破産管財人 Xが選任された旨の記載
がなされている。支払不能の時点や破産開始決定の日時については，必ずチェッ
クをする。 

 ⑶ 次に，〔設問〕部分に入る。X が B に対し，本件売掛債権を支払うように催告
したところ，B は，本件売掛債権を平成 26 年 12 月 12 日に①同月 11 日付けの
確定日付のある証書により，②A 社から Y 社に譲渡された旨の債権譲渡通知を受
領したため，同月 15 日，Y 社に対して全額を支払ったと説明している。そのた
め，X としては，否認権行使の対象として，上記①の対抗要件具備行為，上記②
の債権譲渡契約について，否認権を行使し得る点について抽出していただきた
い。 

 ⑷ 上記否認権行使の対象が判明したら，あとは，その条文を検索する。本問は破
産法の問題なので，破産法 160 条以下の条文を検索する。そうすると，まず，①
については，権利変動の対抗要件の否認につき定めた破産法 164 条が使えそうで
あるということが分かるであろう。次に，②についてであるが，設問を読み進め
ると，枠囲みになっている A 社 Y 社間の債権譲渡契約の内容が記載されている。
その１条には，A 社が Y 社に対して負担する一切の債務を「担保」するため，A
社が B に対して有し，あるいは将来取得する売掛債権を Y 社に対して「包括的に
譲り渡す」という記載がなされている。そのため，②の契約は，集合債権譲渡担
保契約であることが分かる。そうすると，本件契約は，既存の債務についてされ
た担保の供与に当たり，破産法 162 条の偏頗行為否認の条文が使えそうであると
いうことが分かるであろう。 

 ⑸ あとは，上記二つの条文の要件を充足するかどうかを見ていくことになる。 



司法試験 倒産法 平成 27 年 第１問 解説 

     
Ｈ27-7 

  ア まず，①については，時系列を見ていくと，「権利の移転又は変更があった
日」の要件充足性が問題となることは明らかである。これについては，15 日
の期間は，権利移転の原因たる行為がなされた日ではなく，当事者間における
権利移転の効果が生じた日から起算すべきであるとする判例（最判昭 48.4.6）
を想起できるかがポイントとなる。 

    上記判例は，破産法 164 条の学習の中で通常触れる部分であるが，仮にこの
判例を想起できなくても，Y 社の反論を踏まえるという問題文のヒントから考
え，自分なりに要件充足性を示すことができれば，一定程度の点数にはなるで
あろう。 

  イ 次に②についてであるが，債権譲渡契約の内容の２条を見ると，本件債権譲
渡の効力は，A 社が支払を停止したときにその効力を生ずるとしている。これ
と，A 社の支払停止の時期及び本件債権譲渡契約の締結日から，本件事案が重
要判例（最判平 16.7.16【百選 37】）と類似する事案であるということを想起
しなければならない。そして，ここは書き負けないようにする必要がある。 

  ウ いずれも，判例を示しつつも，条文によって大枠を作っていくことが必要で
ある。 

３ 設問２について 
 ⑴ 「請求」という以上は，やはり，民法と同様の思考方法をとり，実体法上の権
利関係を正確に分析する必要がある。そのような視点で，問題文を読んでいく。
この点，破産手続開始決定時において，自動車登録ファイルに登録された所有者
は C社となっており，C社は，平成 25 年 10 月 15 日に，本件残代金を Z社が立
替払をしたことによって，所有権を Z 社に移転していることが分かる。このよう
な状況の中で，Z 社からの本問請求を X が拒否するためには，X が道路運送車両
法の「第三者」に該当し，自動車登録ファイルに未だ所有権の登録をしていない
Z 社は，本件車両の所有権を X に対抗できないと主張することが必要である。こ
こは，民法を分析する際と同じような関係図を書くことにより，しっかりと権利
関係を把握して欲しい。 

 ⑵ 上記作業ができれば，あとは，破産管財人の第三者性という点が問題となるこ
とが分かるであろう。ここも書き負けないようにしていただきたい。そして，こ
こがしっかりと書ければ，X の主張が認められるという結論となり，それで一応
の合格点になるであろう。 

 ⑶ なお，本問では，A 社，C 社及び Z 社において締結されている契約内容が枠囲
みの中に記載されているが，これは，判例（最判平 22.6.4【百選 58】）の事案と
ほとんど同じである（ただし，判例は民事再生法の事案）。 

   この判例の事案と判旨を押さえていれば，超上位答案となる。ただし，この部
分についてはなかなか押さえていない方の方が多いと思われるため，書けなけれ
ば不合格ということにはならないので，安心していただきたい。 

  



 
Ｈ27-8 

第２ 重要論点 
１ 破産管財人の第三者性 

 

 破産管財人の第三者性【百選 17，18】 Ｓ H23，Ｈ27 

破産管財人は，破産手続開始決定時から，破産財団に属する財
産の管理処分権を付与されるものである（破産法 78 条１項）か
ら，原則として，破産者の一般承継人的な立場に立つ。 
しかし，同条項の趣旨は，破産手続における総債権者の公平・
平等な満足（破産法 1 条）を図る点にあるため，破産管財人は，
破産債権者の利益代表者としての差押債権者に類似した第三者的
地位をも有するものと考える。 
 
 ※ あとは，個別の法律関係でどのような立場にあるのか（総

債権者のための利益代表となるべき法律関係にあるのか）
を，個別具体的に考えていく必要がある。上記の議論は，一
般承継人的な立場と，第三者的地位の両方があるということ
を述べているに過ぎないからである。 

 ※ 民法 94 条２項，96 条３項ではさらに「善意」を誰につい
て判断するのか問題となる。 

   「善意」・悪意の判断については破産管財人を基準とすべ
きではなく，破産債権者の中で，善意者が一人でもいれば
「善意」であるとして扱うべきである。 

   なぜなら，当該法律行為について利害関係を有するのはあ
くまで債権者であり，破産管財人は債権者の利益の代表者に
すぎない。とすれば，破産管財人の個人的な善意・悪意を問
題とすべきではないからである。 

 

２ 停止条件付集合債権譲渡契約と否認権 
 

 停止条件付集合債権譲渡契約と否認権【百選
37】 

Ｓ Ｈ27 

支払停止等を停止条件とする集合債権譲渡契約や，予め譲渡担
保設定契約を締結し，支払停止後の危機時期になって予約完結権
を行使する旨の合意がなされた場合は否認権行使の対象となる
か。 
まず，契約そのものを偏頗行為として破産法 162 条１項１号に
よって否認することが考えられる。しかし，契約時点では破産者
は「支払不能」（同柱書）に陥っていないのが通常であるから，
これによって否認することは出来ない。 
また，対抗要件具備行為を破産法 164 条１項によって否認する
ことも考えられる。しかし「15 日」の起算点は権利移転の効果
が生じた日，すなわち条件成就時であるから，停止条件成就時
（＝支払停止時）から「15 日」以内になされた対抗要件具備行
為を否認することもできない。 
しかし，これを認めると，実質的には譲渡担保が設定されてい
るにも関わらずそれが明らかにされず，危機時期になって突如対
抗要件が備えられることになり，破産債権者の利益を著しく害す
る 
そもそも破産法 162 条１項の趣旨は，危機時期到来後に行われ
た担保の供与行為等の効力を失わせることにより，債権者間の平
等及び破産財団の充実を図る点にある。 
そして，本件債権譲渡契約は，締結行為自体は危機時期前に行

論証 8 

論証 19 
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われるものであるが，その契約に係る債権譲渡の効力の発生を債
務者の危機時期の到来にかからしめることで，危機時期が到来し
たときに当該債権を特定の債権者に帰属させて責任財産から逸出
させることを目的とするものである。 
そうだとすれば，本件契約は破産法 162 条１項を潜脱するもの
であって，その契約内容を実質的にみれば，その契約に係る債権
譲渡は，危機時期到来後に行われたものと同視すべきである。 
したがって，本件契約に係る債権譲渡を否認（破産法 162 条１
項１号）することができる。 
そして，「支払不能」（破産法 162 条１項１号柱書本文）は支払
停止によって推定されるから（破産法 162 条３項），支払停止
（条件の成就）を立証すれば足りる。また，「悪意」（破産法 162
条１項１号柱書ただし書）は，支払停止等を停止条件としている
ことからも認められる。 

 

３ 破産法 164 条１項の「15日」の起算点 
  →判例（最判昭 48.4.6）は，同条項の「15 日」の期間は，権利移転の原因たる

行為がなされた日からではなく，当事者間における権利移転の効果を生じた日
から起算すべきであるとしている。 

４ 所有権留保と民事再生手続 
→判例（最判平 22.6.4【百選 58】）は，再生手続が開始した場合において，再生
債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるた
めには，原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記，登録
等を具備している必要があるとしつつ，本件自動車につき，再生手続開始の時
点で信販会社を所有者とする登録がされていない限り，販売会社を所有者とす
る登録がされていても，信販会社が，購入代金の立替金等債権を担保するため
に販売会社，信販会社及び買主の三者の契約に基づき留保した所有権を別除権
として行使することは許されないと判示した。 

 
第３ 関連判例 
  ・最判平 16.7.16【百選 37】 
  ・最判昭 48.4.6 
  ・最判平 22.6.4【百選 58】 
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出題趣旨 

 本問は，破産管財人の換価業務に関する具体的事例を通じて，破産手続におけ
る否認権行使の要件・効果，所有権留保の法的性質やその対抗要件等に関する正
確な理解と問題解決能力を問うものである。 
 設問１において，Ｘが返還を求めようとしている本件売掛金に係る債権は，Ｙ
社に譲渡され，Ｙ社は，当該債権譲渡につき，第三者対抗要件である通知（民法
第４６７条第２項）を具備しているため，Ｘが本件売掛金の返還を求めるために
は，当該債権譲渡又は対抗要件具備を否認する必要がある。本設問において考え
られる否認の構成としては，偏頗行為否認（破産法第１６２条第１項第１号）及
び対抗要件否認（同法第１６４条第１項）がある。 
 偏頗行為否認との関係では，まず，「破産者の行為」として捉え得るのは，Ｙ社
との債権譲渡契約であるが，当該契約締結自体は，「支払不能になった後」にされ
たものではなく，また，停止条件の成就そのものを「破産者の行為」と見ること
も文言上困難であるから，形式的には偏頗行為否認の要件を満たさない点を指摘
する必要がある。その上で，偏頗行為否認が，債務者に支払停止等があった時以
降の時期を債務者の危機時期とし，危機時期の到来後に行われた債務者による担
保供与等を否認の対象とすることにより，債権者間の平等及び破産財団の充実を
図ろうとするものであることを踏まえ，その要件該当性を論ずることとなる。こ
の点を検討するに際しては，最高裁判例（平成１６年７月１６日第二小法廷判
決・民集５８巻５号１７４４頁）を踏まえ，本件債権譲渡契約は，Ａ社の危機時
期において初めてＹ社に譲渡担保権者としての優越的地位を取得させる結果とな
ることから，それまで一般債権者の責任財産であった財産をそこから逸出させる
ことをあらかじめ意図・目的とするものであり，破産法上の否認の趣旨を潜脱す
るものではないかという問題意識に触れる必要がある。 
 対抗要件否認との関係では，「権利の設定，移転又は変更があった日」（１５日
の起算日）をいつと考えるかが問題となる。この点，本件売掛金債権について，
譲渡契約がされたのは平成２４年５月 10 日（注：原文は 30 日）であり，これを
起算日とすれば，Ｙ社の対抗要件具備（平成２６年１２月１２日）は，それから
１５日を経過した後になされたものということになり，否認の要件を満たすこと
になる。これに対して，同条項の権利変更があった日とは，権利移転の原因行為
がされた日ではなく，当事者間における権利移転の効果を生じた日をいうと解す
れば，Ｙ社の対抗要件具備は，債権譲渡の効果が生じた同月１０日から起算して
１５日を経過しておらず，したがって，これを否認することは困難ということに
なる。この点については，１５日の期間は，権利移転の原因たる行為がなされた
日ではなく，当事者間における権利移転の効果が生じた日から起算すべきである
とする最高裁判例（昭和４８年４月６日第二小法廷判決・民集２７巻３号４８３
頁）等を踏まえて論ずる必要がある。 
 設問２については，前提として，所有権留保が，破産手続においては別除権と
して扱われること，登記・登録が必要な物権変動については，破産手続開始前に
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登記・登録を具備していなければ，破産手続との関係では，破産管財人に対して
はその効力を主張することができないこと（破産管財人の第三者性）を指摘する
必要がある。 
 その上で，Ｚ社が当該留保所有権を第三者であるＸに主張するためには，対抗
要件を必要とするかを論ずることとなるが，これを検討するに当たっては，所有
権留保の法的性質に加えて，当該留保所有権の被担保債権をどのように考えるか
が問題となる。Ｘとしては，本件留保所有権はＺ社の本件立替払金等債務に係る
債権を直接担保するものである（Ｚ社による立替払いにより，本件車両の所有権
がＣ社からＺ社にいったん移転し，その上で，Ａ社との関係で，本件立替払金等
債務に係る債権を被担保債権として所有権留保が改めて設定されるものである。）
として，Ｚ社は対抗要件の具備なくしてはＸに本件車両の引渡を求めることがで
きない旨主張することが考えられる。これに対して，Ｚ社としては，Ｚ社は弁済
による代位によって原債権（本件残代金債権）とともにＣ社の担保権（留保所有
権）を取得したものであり（民法第５０１条），留保所有権の被担保債権はこの原
債権であるから，Ｃ社の担保権（留保所有権）が対抗できる限り，対抗要件の具
備がなくとも，Ｘに留保所有権（別除権）を対抗することができる旨主張するこ
とが考えられる。 
 このようなＸ及びＺ社の各主張の当否については，本事例における契約条項の
合理的解釈を踏まえて論ずる必要がある（なお，民事再生手続の事案であるが，
参照すべき最高裁判例として，平成２２年６月４日第二小法廷判決・民集６４巻
４号１１０７頁）。 
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模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ 設問１ 
１ Ｘの否認権の行使を基礎付ける法律構成 
  Ｘが返還を求めようとしている本件売掛金に係る債権は，Ｙ社に譲渡さ
れており，かつ，Ｙ社は当該債権譲渡につき，Ｂへの通知（民法４６７条
２項）を完了し，第三者対抗要件を具備している。そこで，Ｘは本件売掛
金の返還を求めるために，①対抗要件具備について，破産法（以下，法令
名省略。）１６４条１項の対抗要件否認権の行使，②債権譲渡について，
１６２条１項１号の偏頗行為否認権の行使をすることが考えられる。 
２ ①について否認権の行使が認められるか 
 ⑴ 本件債権譲渡契約がなされた平成２４年５月１０日を，１６４条１項
の「権利の設定，移転又は変更があった日」と考えれば，Ｙ社の対抗要
件具備がそれから１５日を経過した後の平成２６年１２月１２日になさ
れた以上，Ｘは，同条項に基づき否認権を行使できる。これに対し，Ｙ
社としては，上記要件の起算点は当事者間における権利移転の効果を発
生した日と考えるべきであり，本件で権利移転があったのは平成２６年
１２月１０日であるため，同条項の要件を充足しないと反論することが
考えられる。そこで，上記要件の起算点をいつと考えるべきか。 

 ⑵ 同条項が対抗要件の否認を認めているのは，原因行為に基づく法律効
果が生じて，対抗要件を備えられるにもかかわらず，それを危機時期ま
で行ったという点に求められる。そうだとすれば，上記要件の起算点
は，権利移転の効果が発生した日と考えるべきである。 

 ⑶ したがって，Ｙ社の主張のように，上記要件の起算点は平成２６年１
２月１０日となるので，１６４条１項の要件を充足せず，Ｘは，同条項

に基づく否認権を行使することができない。 
３ ②について否認権の行使が認められるか 
 ⑴ Ｙ社は，ＡＹ間の債権譲渡契約という「破産者」の「行為」は平成２
４年５月１０日に行われており，平成２６年１１月末の「支払不能にな
った後」にされたものではないから，１６２条１項１号の要件を充足せ
ず，否認権の行使は認められないと反論することが考えられる。 

 ⑵ 確かに，Ｙ社の反論どおり，１６２条１項１号を形式的に適用する
と，その要件を充足しない。もっとも，本件債権譲渡契約書の内容から
すると，本件ＡＹ間で締結された債権譲渡契約は集合債権譲渡契約であ
り，契約の締結行為自体は危機時期前に行われているが，その契約に係
る債権譲渡の効力の発生を債務者の危機時期の到来に係らしめること
で，危機時期が到来したときに当該債権を特定の債権者に帰属させて責
任財産から逸出させることを目的とするものであるといえる。そもそ
も，同条項の趣旨は，危機時期到来後に行われた担保の供与行為等の効
力を失わせることにより，債権者間の平等及び破産財団の充実を図る点
にある。そうだとすれば，本件のような債権譲渡契約は債権者間の不平
等を招き，破産財団を不当に減少させる点において同条項を潜脱するも
のであって，その契約内容を実質的にみれば，その契約に係る債権譲渡
は，「支払不能」後に行われたものと同視すべきである。また，本件債
権譲渡契約の内容からすれば，同条項１号イの要件も当然に充足する。 

 ⑶ したがって，Ｘは，本件債権譲渡について，１６２条１項１号に基づ
く否認権を行使することができる。 

第２ 設問２ 

 

２ 

１ 
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れる。これに対し，Ｘは，本件留保所有権は原債権ではなく，Ｚ社の本件
立替払金等債務に係る債権を直接担保するものであり，新たな担保権の設
定といえるから，Ｚ社は対抗要件の具備なくして，その留保所有権をＸに
対抗することはできないと主張することが考えられる。そこで，本件にお
ける当該留保所有権の被担保債権は何か。 
  本件契約は，この点につき明らかではない。そこで，本件契約条項につ
いて，当事者の合理的意思を探るべきである。 
  本件契約において，Ｚ社は，Ａ社に対して，本件残代金相当額にとどま
らず，手数料額をも含む本件立替金等債権を取得するものとされている
（契約１条）。そして，本件立替金債務が完済されるまで本件車両の所有
権がＺ社に留保される（契約２条）ことや，Ａ社が本件立替金等債務につ
き期限の利益を失い，本件車両をＺ社に引き渡したときは，Ｚ社は，その
評価額をもって，本件立替金等債務に充当することとなっている（契約４
条）。このような契約内容からすれば，Ｚ社がＣ社から移転を受けて留保
する所有権が，本件立替金債権を担保するためのものであることは明らか
であるといえ，立替払の結果，Ｃ社が留保していた所有権が代位によりＺ
社に移転するというのみでは，本件残代金相当額の限度で債権が担保され
るに過ぎないことになり，当事者の合理的意思に反する。 
  したがって，本件における当該留保所有権の被担保債権は，Ｚ社の本件
立替金債権であり，新たな担保債権が設定されている以上，Ｚ社は，破産
手続開始決定時までに本件車両の所有権の登録をすべきであったが，これ
をしていない。 
４ よって，Ｚ社の反論は認められず，Ｚ社の請求は認められない。以 上 

１ Ｚ社は，Ａ社との間で，所有権留保契約を締結している（契約書３
条）。そして，本件所有権留保契約は形式的にはＺ社に所有権が留保され
るものの，その実質は債権担保を目的とするものであるから，Ｚ社は破産
法上の別除権者となる。したがって，Ｚ社は，留保した本件車両所有権に
基づき，別除権の行使としてその引渡しを請求するものと考えられる。 
２ Ｘとしては，Ｘが道路運送車両法（以下「法」という。）５条の「第三
者」に該当し，Ｚ社が破産手続開始決定時に本件車両の登録をしていない
ことから，Ｚ社はＸに対して，本件車両の所有権を対抗できないと主張す
ることが考えられる。法５条の「第三者」とは，自動車登録の欠缺を主張
する正当な利益を有する者をいうが，Ｘはこれに該当するか。 
  破産管財人は，破産手続開始決定時から破産財団に属する財産の管理処
分権を付与されるものである（７８条１項）から，原則として，破産者の
一般承継人的な地位に立つものといえる。しかし，７８条１項の趣旨は，
破産手続における総債権者の公平・平等な満足（１条）を図る点にあり，
破産管財人は破産債権者の利益代表者としての差押債権者に類似した第三
者的地位をも有するものと考える。そして，Ｘは，破産債権者の利益代表
者として，本件車両の登録の欠缺を主張する正当な利益を有していると言
えるので，同条の「第三者」に該当する。 
３ そうだとしても，Ｚ社は，自己は弁済による代位によって，原債権であ
る本件残代金債権とともに，Ｃ社の留保所有権を取得したのであり（民法
５０１条），留保所有権の被担保債権は上記原債権であるから，破産手続
前に登録されているＣ社の留保所有権がＸに対抗できる以上，対抗要件の
具備なくして，Ｘにその留保所有権を対抗できると反論することが考えら

３ 

４ 


