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不動産ファイナンス案件における担保権の実行 

 

 

 

 

 

流動性の欠乏状態が続き不動産価格が低下している市場環境の下、不動産信託受益権を引当てとし

たノンリコースローンや資産の流動化に関する法律（以下「資産流動化法」という。）上の特定社債に

ついて、ローン契約や特定社債要項で定められた期限の利益喪失事由の発生に至るケースはまれでは

ない。このような場合、貸付人や特定社債権者は、関連契約上認められた種々の権利を行使して債権

回収に努めることとなるが、 終的には、担保権を行使することにより債権回収を図ることが想定さ

れる。そこで、本書では、不動産ファイナンス案件において信託受益権に設定された質権（以下「信

託受益権質権」という。）の実行、及び、特定社債に係る一般担保の実行に関する主要な法律上の問題

点を概観する。 

まず、Ⅰでは、下記のような合同会社（GK）を信託受益権保有ビークル（SPC）として用い、貸付人

が信託受益権質権の設定を受けているスキームを念頭に置くこととする。次に、Ⅱでは、資産流動化

法に基づく特定目的会社（以下「TMK」という。）を用い、特定社債権者が（信託受益権質権という特

定の資産に対する約定担保権ではなく）一般担保（資産流動化法 128 条）のみを有するスキームを念

頭に置くこととする。 

Ⅰ            Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.  信託受益権質権の実行 

信託受益権質権を活用して貸付人が優先的に債権回収を図る方法としては、民事執行法に基づく法

定の権利行使手続（裁判上の担保実行）が用意されている。しかし、その手続には時間もコストもか

かる上、担保目的物の売却価格も廉価となりやすいという懸念がある。従って、実務上は、できる限

り法定手続によらない担保権の実行手続（裁判外の担保実行）が企図されることになると思われる。 

また、信託受益権質権に基づく直接取立権を行使し、貸付人が信託受託者から信託配当を直接受領

することも考えられる。 
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1. 裁判外の担保実行 

信託受益権質権設定契約上、裁判外の担保実行について、以下の 4 つの要素が規定されるのが通

常である。なお、本書において裁判外の担保実行とは、貸付人が自らの主導によって信託受益権を

第三者に売却することのみならず、自ら信託受益権を評価して取得することも含めていうものとす

る（民法 349 条、商法 515 条参照）。 

① 一般に公正かつ適当と認められる方法、時期、価格によって処分（又は貸付人自身が取得）す

ること。 

② 処分代金（又は貸付人による取得の場合の評価額）から諸費用を差し引いた残額を、法定の充

当順序にかかわらず、貸付人が自ら適当と認める方法により貸付債権の弁済に充当することが

できること。 

③ 貸付債権が完済された後に余剰金があれば、借入人に交付すること。 

④ 貸付債権の弁済に充当した後、なお残債務がある場合には、借入人は直ちに当該残債務を弁済

すること。 

信託受益権質権設定契約上、上記①のように「一般に公正かつ適当と認められる方法、時期、価

格」でなければならない旨の要件が規定されていない場合には、どのような方法・価格でも処分し

てよいのかという疑問が一応生じ得るが、やはり取引上公正な方法・価格による売却である必要が

あると解しておくべきだろう。もっとも、具体的にどのような価格であれば公正な価格での処分で

あると認められるかについては、法律及び判例上具体的な基準があるわけではない。実務上は、入

札を行い 高価格での売却を行ったり、不動産鑑定士による鑑定評価を取得した上で、当該鑑定を

踏まえた価格による売却を行うこと等により公正さを確保する努力がされている例が多いようであ

る1。基本的には、個別具体的な状況の下で時価相当又はこれに近い価格として合理的に説明できる

価格により売却すべきであると考えられ、上述したような実務上の工夫もその一助となろう2。 

上述の通り、信託受益権質権設定契約上は貸付人自らが信託受益権を処分できる旨規定されてい

ることが多い。しかし、実際には、裁判外において担保権者の単独の行為として実施するには幾ら

かの困難を伴う可能性があり3、むしろ債務者の協力を得た上での換価回収（任意売却4）として行わ

                                                   
1 鑑定評価を取得するとはいっても、勿論、鑑定評価額を下回る価格が当然に公正でないとされるものではない。 
2 なお、貸付人が信託受益権質権の（裁判外での）行使として信託受益権の売却を行うこと（或いは、後述（脚注 4参

照。）する任意売却の一環として貸付人が借入人に信託受益権の売却を指示すること）は、貸付人の担保権行使そのもの

（或いは、貸付人の債権保全のための行為）にすぎないため、基本的に投資運用業（金融商品取引法 28 条 4項 1号、2

条 8項 12 号ロ）には該当しないと整理することが可能であるように思われる。この点については、平成 19 年 7月 31

日金融庁「『金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等』に対するパブリックコメントの結果等について」82 頁

200 番では、「レンダーが自ら保有する債権の担保として設定された有価証券の処分を SPC に対して求めることは、『投

資一任契約に係る業務』に該当しない可能性が高いと考えられますが、具体的な規定の適用については、個別事例ごと

に実態に即して実質的に判断されるべきものと考えられます」との金融庁の考え方が述べられている。また、旧投資顧

問業法下においても、有価証券質権設定契約に基づく質権の裁判外での行使として有価証券の売却を行うこと（或いは

後述する任意売却の一環として貸付人が借入人に有価証券の売却を指図すること）について、特に否定的な（投資顧問

業該当性について問題視する）議論はされていなかったことも考慮されよう。 
3 例えば、①実務上、買主となる当事者が、このような裁判外の担保実行としての受益権譲渡という手法に慣れておら

ず、取引が円滑に進まない可能性は存する。また、②信託受益権の譲渡に伴う受益者変更に係る信託の変更の登記を行

う際、登記原因証明情報の提出が必要となるが（通常は、信託受益権譲渡契約書の写しを提出することになる。）、（受益

者ではなく）質権者を当事者とする譲渡契約書の写しによることについて、法務局がどのような対応を行うかは必ずし

も明確でない、といった事情もある。 
4 実務上、債務者/担保権設定者が担保権者の容認する条件で担保目的物を第三者に売却し、当該売却代金をもって被担

保債権の弁済に充てる場合を指して「任意売却」と称されることがある。これは、担保権の存在を背景に事実上担保目
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ざるを得ないことも多かろうと推測される。 

2. 民事執行手続による方法 

信託受益権質権を民事執行手続の下で実行する場合には、信託受益権は「その他の財産権」（民事

執行法 193 条）に該当するものとして、同法に従い、債権執行に準じた手続によると考えることが

合理的である。 

そこで、まず差押命令の申立を行い担保権実行手続を開始させることになる。民事執行法に基づ

く担保権実行を行う場合、手続開始要件としての法定文書として、担保権の存在を証する文書を提

出することが必要となる（民事執行法 193 条）。かかる文書はその格式や種類を問わず、私文書でも

よいとされているが、債権者や第三者が一方的に作成した文書（請求書、証明書、帳簿等）では足

りず、債務者が作成したか、或いは債務者が関与して作成された文書（契約書、受領書、承認書等）

である必要がある5。基本的には、信託受益権質権設定契約書や信託受益権質権設定の承諾書等を提

出することになるのではないかと考えられる。 

金銭債権でもある信託受益権を差し押さえた貸付人は、民事執行法上、取立（同法 155 条 1 項）

により債権回収を図ることもできる。しかし、後述のとおり直接取立は民事執行手続によらずとも

可能である。そこで、差押債権者（貸付人）は、開始された担保権実行手続上、さらに進んで、執

行裁判所が定めた価額で差押債権者に譲渡する命令（譲渡命令）、執行裁判所の定める方法によりそ

の債権の売却を執行官に命ずる命令（売却命令）、又は、その他相当な方法による換価を命ずる命令

（同法 161 条 1 項）を求める申立を行うことになろう。但し、実例に乏しく、具体的な手続・必要

書類については事例の集積を待たざるを得ないところがある6。 

3. 直接取立による方法 

質権者は質権の目的である債権を直接に取り立てることができる（民法 366 条 1 項）ため、貸付

人は、信託受託者からの信託配当として交付される金銭を直接受領し、弁済期の到来した被担保債

権に充当することができる。直接取立は、信託受託者に対して信託配当の入金口座を変更する旨の

通知を送るだけで実行でき、便利な回収手段といえよう。もっとも、ノンリコースローンの実行当

初から、信託配当の入金口座が貸付人である銀行に開設されている（従って、貸付人による相殺が

可能）又は貸付人である貸金業者名義の預金口座として指定されている等の措置がとられている（い

わば当初から直接取立の仕組みがビルトインされている）例が多いため、期限の利益喪失事由発生

時にあえて直接取立権を行使する必要性はそれほど高くないと思われる。 

                                                                                                                                                                                            
的物の売却を債務者/担保権設定者に強いるものであるという意味では、（裁判外の）担保権の実行に近い側面を有する

が、そこでは担保目的物の売却処分はあくまでも債務者/担保権設定者自身の任意の行為として行われ、債務者/担保権

設定者の意向に関わりなく、文字通り強制的に担保権者による換価処分が行われることは想定されない点において、厳

密な意味での（法的な意味での）担保権の実行とは異なる。本書において｢任意売却｣という場合は、裁判外の担保実行

とは区別して、債務者の協力を得ながら行う担保目的物の売却という意味で用いるものである。 
5 権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては必要

となる書類がより限定されている（民事執行法 193 条 1項）が、信託受益権はこれに該当しない。 
6 例えば、信託契約上、信託受益権の譲渡については信託受託者の承諾を要する旨の規定が設けられていることが多い

が、かかる譲渡禁止特約が裁判上の担保権実行手続においてどのように取り扱われるのか（具体的には、譲渡禁止特約

付債権であっても（通常の強制執行手続における）差押債権者の善意悪意を問わず、転付命令によって移転し、その場

合は民法 466 条 2項の適用ないし類推適用がない旨を判示した 判昭和 45 年 4月 10 日民集 24 巻 4号 240 頁の主旨は、

かかる担保権実行手続（譲渡命令、売却命令等）との関係でも同様に当てはまるのか、（仮にこれを肯定する場合でも）

不動産信託受益権の特殊性がかかる取扱いに影響を及ぼす面があるか、といった点など）は、必ずしも一義的に明確で

ない。 
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Ⅱ.  一般担保の実行 

TMK を用いた不動産ファイナンス案件においては、特定社債権者は、信託受益権質権のような特定の

資産に対する約定担保権を保有しておらず、TMK の総財産の上に一般担保（資産流動化法 128 条）を有

するのみであることが多い。かかる一般担保の法的性質は、資産流動化法という特別法に基づく一般

の先取特権である。特定社債権者は、かかる一般担保に基づき、債務名義を要することなく、民事執

行法による担保権の実行ができ、また、登記を経由せずに、一般債権者に優先して配当を受けること

ができる。但し、担保権実行手続開始要件としての文書、及び登記の有無による配当順位の違いにつ

いて留意すべき点がある。 

1. 担保権の存在を証する文書 

民事執行法に基づく一般担保の実行を行う場合、担保目的物が不動産の場合であれ信託受益権の

場合であれ、信託受益権質権の実行と同様、手続開始要件としての法定文書として、担保権の存在

を証する文書（民事執行法 193 条 1項、181 条 1項 4 号「その存在を証する文書」）の提出を要する。 

そこで、特定社債券が発行されている場合であれば、当該特定社債券や特定社債買受契約書等を

提出することが考えられる。しかし、特定社債は振替社債とされるのが通常であり、この場合、特

定社債券は発行されない（社債、株式等の振替に関する法律 67条 1項）ため、どのような文書を提

出すれば良いかが問題となる。この点、振替社債の社債権者は、社債、株式等の振替に関する法律

（同法 118 条、86 条 3 項）に基づき、振替口座簿の記載（記録）事項の証明書を直近上位機関（加

入者の口座が開設されている振替機関又は口座管理機関）に請求することができる。そこで、かか

る証明書や、特定社債買受契約、特定社債要項等を担保権の存在を証する文書として提出すること

が考えられる。 

2. 登記の有無による配当順位の違い 

担保権の本質的効力として、一般の先取特権には優先弁済権があり、これは一般担保においても

同様である。従って、一般担保を有する特定社債権者は、担保目的物が不動産の場合であれ信託受

益権の場合であれ、競売手続において配当要求が可能であり、売却代金から配当等を受けることが

できる（民事執行法 87条 1項 1号、2号）。 

この場合の優先順位については、民法上他の担保物権との間の優劣に関する規定がある他、租税

法（国税徴収法、地方税法）上租税債権との優劣に関する規定があり、これらを総合的に捉える必

要がある。担保目的物が不動産の場合を例にとって、租税債権及び抵当権との優劣関係に着目すれ

ば、その優劣関係は次のとおり整理できる。 

① 法定納期限等以前に登記された、抵当権・一般の先取特権（登記された抵当権と一般先取特権相

互間は登記の順序による） 

② 租税債権 

③ 法定納期限等の経過後に登記された、抵当権・一般の先取特権 

④ 未登記の一般先取特権 

なお、不動産登記実務上、資産流動化法に基づく一般担保は登記が可能であることを勘案すれば、
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TMK の保有資産/担保目的物が現物不動産の場合は、法定納期限以前に一般先取特権の登記を具備す

ることにより、租税債権よりも優先した配当順位を確保することができる。もっとも、TMK が負担す

る各種債務の支払順位に関しては、通常、関連契約において詳細な規定が設けられており、一般に、

租税債務の支払順位は、借入金や特定社債の弁済よりも優先されている。そこで、一般担保の実行

の際にも同様の取扱とするのであれば、かかる措置は必要不可欠ではないように思われる。他方、

TMK の保有資産/担保目的物が不動産信託受益権である場合には、（譲渡等に係る対抗要件具備のため

の制度としての）登記制度が用意されていないことから、一般担保を法定納期限等以前に登記され

た抵当権等と同列化（同順位化）することの可否及びその手続について必ずしも明確ではなく、更

なる検討を要するところである。 

 

Ⅲ.  後に 

本書は、不動産ファイナンス案件における信託受益権質権の実行、及び、特定社債に係る一般担保

の実行について、想定される主要な法律問題を概観したものである。とりわけ民事執行法に基づく担

保権実行手続に関しては事例が乏しく、詳細な論点については、具体的な事案に応じて検討すべき問

題もあろうかとは思われるが、担保権実行の具体的な手続を検討される際、本書が何らかの参考にな

れば幸いである。 
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移転のお知らせ： 

当事務所は、2009 年 5 月 8 日に、丸の内北口ビルより丸の内パークビルディングに移転いたしました。 

〒100-8222 
東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 
丸の内パークビルディング 
受付  16 階 
（各弁護士の電話・Fax・Email に変更はありません。） 
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