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Ⅰ. はじめに 
 

ABL（Asset Based Lending）とは、在庫や売掛債権等の流動資産を担保として企業が資

金を調達する融資手法である。 

金融庁が、金融機関向けに「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問（FAQ）別編

《ABL 編》」、「ABL（動産・売掛金担保融資）の積極的活用について」を公表し（平成 25 年 2

月 25 日付）、金融機関が自己査定において ABL を一般担保（客観的な処分可能性がある担

保）として取り扱うための要件の明確化を図るなど、政府主導での利用環境整備も進んでき

ており、筆者らの実感としても、ABL による融資の実行例はかなり増えてきているように思わ

れる。 

こうした流れの中、近時、法制審議会民法（債権関係）部会が公表した「民法（債権関係）の

改正に関する要綱仮案」（以下「要綱仮案」という。）においても、債権譲渡法制を中心に ABL

の利用促進に向けた改正案が複数提示されているところである。 

もっとも、ABL の利用増加の反面として解釈上及び運用上の問題点が顕在化してきている

のも事実である。こうした問題点のいくつかは要綱仮案の下では解消されることとなるが、依

然として残る問題も多い。例えば、ABL 融資を行う側にとって、①融資先が法的整理（特に民

事再生）を申し立てた場合の対応や、②融資先による担保毀損行為にどう対処すべきかは悩

ましい問題と思われる。 

本ニュースレターでは、ABL に関連する債権法改正案（要綱仮案）の要点につき紹介しつ

つ（後記Ⅱ）、法改正の前後を問わず共通して生じる ABL の運用上の問題として、上記①、②

を扱い、ABL による融資を実行する場合の留意点（後記Ⅲ、Ⅳ）について検討してみたい。 
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Ⅱ. ABL に関連する債権法改正案（要綱仮案） 
 

1. 概要 
 

平成 26 年 8 月 26 日、法制審議会民法（債権関係）部会第 96 回会議において、民法（債

権関係）の改正に関する要綱仮案が決定され、同年 9 月 8 日、その内容が法務省ウェブサ

イトにおいて公開された。 

同部会では要綱仮案に先立って平成 25 年 2 月に「民法（債権関係）の改正に関する中

間試案」（以下「中間試案」という。）を公表していたが、中間試案で取り上げていた改正案

のうち、要綱仮案の作成にあたって部会内での合意形成が困難なものについては規定化

を見送ったことから、要綱仮案は中間試案に比べれば簡素化された。その結果、相当数の

論点が、現行民法と同様、引き続き解釈に委ねられることとなった。 

要綱仮案のうち、ABL に関連する改正案としては次に挙げる債権譲渡及び相殺に関す

るものが重要である（なお、以下はごく概要であり、企業再生・債権回収に対する債権法改

正の影響全般については、今後、本ニュースレターで別途取り扱う予定である）。 

 

2. 債権譲渡禁止（制限）特約付債権の流動化に向けた改正 
 

現行民法では、債権を譲り受けた者が債権譲渡禁止（制限）特約（以下「譲渡禁止特約」

という。）の存在につき悪意又は重過失である場合、譲渡自体が無効になると解されている。

そのため、譲受人が譲渡禁止特約について悪意重過失である場合には、債務者に権利を

主張できないだけでなく、仮に第三者対抗要件を具備していたとしても、その後に現れた差

押債権者や善意無重過失の他の譲受人に譲渡の効力を主張できないと解されている（絶

対的効力）。この点が、債権を担保の対象としづらい要因のひとつになっていた。 

そこで、要綱仮案では、譲渡禁止特約付きの債権の譲渡も有効であるとされた1。これに

より、譲受人の主観的態様に関わらず、差押債権者や他の譲受人など第三者との優劣は

第三者対抗要件具備の先後によることとなり、譲受人の保護が図られた。もっとも、債権者

を固定するという債務者の利益を保護する必要があるため、債務者は、譲渡禁止特約につ

いて悪意重過失の譲受人に対しては弁済を拒むことができることとされた（相対的効力）。

また、譲受人の主観的態様を債務者が判断するのは困難なことも多いことから、債務者は

弁済金を供託することも可能とされた。 

実務的には、債権譲渡通知を受けた債務者は、譲渡禁止特約がある場合には、譲受人

への弁済を拒絶して供託することが多くなると思われ、その場合には譲受人が供託所から

返還を受けることになる。 

ただし、場合により、債務者は、債権譲渡通知を受けながらも譲渡人に弁済することもあ

りうる。その場合、譲受人が譲渡禁止特約につき悪意重過失であれば、債務者には弁済金

                               
1 ただし、預貯金債権については実務上の要請から現行民法の規律（絶対的効力）が維持された。した

がって、以下の解説は金融機関以外が債務者となる（預貯金債権以外を対象とした）場合を想定したも

のである。 
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を請求できなくなるため、譲渡人から弁済金を受領する必要がある。そのようなケースでは、

譲受人は譲渡人から弁済金の引渡しを受けられないリスクを負うことになり、この点は現行

民法と変わることはない。このようなリスクに対しては、譲受人が金融機関の場合には、譲

渡当事者間の合意として、予め、譲渡人が譲受人（金融機関）に有する預金口座を弁済金

の振込先と指定しておき、入金があった後、相殺するなどの方法により回収することが考え

られる。 

また、譲渡人が法的整理に入った後に債務者が譲渡人に弁済をしたという場合には、譲

受人は、弁済金引渡請求権全額を財団債権ないしは共益債権として譲渡人（破産管財人、

再生債務者又は更生管財人）に請求できるものと解される（なお、要綱仮案では、譲渡人

に破産手続開始決定がなされた場合、譲渡禁止特約付債権の譲受人は債務者に対して

供託することを請求でき、破産管財人を介さずに債権を回収することができるようになって

いる。これは、譲渡人の破産という特別の局面においては、債務者の利益よりも譲受人の

利益の保護を図ったものである）。 

これに対して、譲渡人が債務者から弁済を受けた後に、譲渡人に弁済金を交付しないま

ま法的整理手続を開始したという場合は問題であり、この場合、原則として弁済金引渡請

求権は倒産債権（破産債権、再生債権、更生債権）とならざるを得ないと解される。もっとも、

譲渡担保権設定契約の内容や実際の弁済金の管理方法（分別管理されているか等）次第

では、過去の類似事案における判例法理などに照らし、譲受人が、譲渡人に対して弁済金

引渡請求権全額を倒産法上の取戻権ないし別除権として行使することが可能な場合もあ

るものと解する。 

要綱仮案における規律は、譲渡禁止特約付きの債権について、現行民法よりも譲受人

の保護を図るものであり、ABL の促進に寄与するものといえる。もっとも、債務者保護の観

点から当事者間では譲渡禁止特約を尊重すべきとの内容となったため、譲受人としては、

譲渡人を通じて回収せざるを得なくなることも想定され、それに起因する債権回収の不安

定さも残される。 

そのため、債権法が改正された後も、譲渡禁止特約付きの債権を ABL の対象とするか

否か、対象とするとしてどのようなかたちで担保にとるかについては、引き続き、個別の事

案ごとに慎重に検討していく必要があろう。 

 

3. 譲受人が権利行使要件（債務者対抗要件）を具備した後に債務者が取

得した譲渡人に対する債権による相殺の許容 
 

現行民法では、債権譲渡後、譲受人が権利行使要件（債務者対抗要件）2を具備した場

合には、債務者はその後に取得した反対債権を自働債権とする相殺をもって譲受人に対

抗することはできない。ただし、その反対債権の取得原因（発生原因）が権利行使要件を具

備する前に生じていた場合でも相殺ができないかどうかは論点となっており、解釈に委ねら

                               
2 民法 467 条 1項に基づく通知及び承諾については、従来「債務者対抗要件」と呼称するのが一般的で

あったが、債権譲受人と債務者との関係は対抗関係ではないことから、要綱仮案では、「権利行使要件」

と呼称されている。 
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れている。 

これに対し、要綱仮案では、債権譲渡後、譲受人が権利行使要件を具備した後に債務

者が取得した債権であっても、その債権が次のいずれかであれば、当該債権による相殺を

譲受人に対抗できることとされた（要綱仮案 第 19.4）。 

（ⅰ） 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 

（ⅱ） 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 

 

債務者が相殺を譲受人に対抗するための要件が明記されたことによって、上記の論点

については一定の解決が図られたものの、どのような債権が上記（ⅰ）及び（ⅱ）に該当す

るか（たとえば、（ⅱ）の「契約」に継続的取引における取引基本契約が含まれるか等）とい

う点は、結局、解釈に委ねられたままとなっている。 

例えば、ある商社が加工メーカーに対して原料を販売し、加工メーカーから製品を購入

するという継続的取引を行っており、担保権者が、商社の加工メーカーに対する売掛金債

権につき将来債権譲渡担保の設定を受け、権利行使要件を具備したという事例を設定して

みる。この場合、担保権者は、その後に原料の瑕疵によって加工メーカーに発生した損害

賠償請求権や加工メーカーの商社に対する製品の売掛金債権などによる相殺の主張を受

ける可能性があるものと思われる。 

要綱仮案は、債務者の保護を手厚くすることで、債権譲渡後も譲渡人と債務者の間の取

引が円滑に進みやすくなり、上記のような債権も ABL 融資の対象としやすくするということ

を意図したようである。一方で、担保権者としては、債務者から現に発生している反対債権

のみならず将来発生しうる反対債権による相殺により対抗を受ける可能性を十分考慮して

担保評価を行う必要がある。 

 

4. 将来債権譲渡に関する規定の整備（要綱仮案 第 19.2） 
 

要綱仮案では、将来債権譲渡についてその有効性を確認する規定が設けられるととも

に、将来債権の譲渡後に譲渡人と債務者の間で譲渡禁止（制限）の合意を行ったとしても、

当該意思表示は効力を有さないこととされた。 

一方、これまで法制審議会において議論されてきた、将来債権の譲渡後に債権の発生

原因となる譲渡人の契約上の地位（例えば、賃貸人たる地位など）や事業が第三者に移転

した場合の処理、また、譲渡人が倒産した場合の規律（ABL の効果は倒産手続開始後に

発生する債権には及ばなくなるか否かなど）については、審議会内の合意形成が困難であ

ったことから、今回の規定化は見送られた。したがって、この点は現行民法と同様、解釈に

委ねられることになる。 

なお、現行民法の解釈としては、賃料債権が将来債権譲渡された後に、賃貸目的物が

譲渡され賃貸人たる地位が新所有者に移転した場合については、賃料債権の譲受人は、

賃料債権の譲渡を新所有者に対抗できるという説が比較的有力である。他方、食品加工
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工場で製造される加工食品の売掛金債権が将来債権譲渡された後に、食品加工事業が

事業譲渡され、事業譲受人の下で発生する売掛金債権については、将来債権の譲受人は、

事業譲受人に対抗できないとする見解が一般的である。いずれにせよ、ABL の実務上は、

債権譲渡担保設定契約において、将来債権の発生の基礎となる契約上の地位や事業を

第三者に承継させる場合には担保権者の事前承諾を必要とする旨の規定を設け、この種

の事態から生じる混乱を極力避ける必要がある3。 

 

5. 異議を留めない承諾の撤廃（第 19.4） 
 

債権譲渡登記を利用した ABL の実務では、登記事項証明書の取得費用の節約等の理

由から、債務者の承諾を取得する方法が活用されている。その際、債務者が、異議を留め

ず承諾した場合には、債務者はもはや譲受人に対して主張できた抗弁を主張できないとさ

れている（民法 468 条 1 項）。 

これに対して、要綱仮案では、異議なき承諾（民法 468 条 1 項）の規定が削除され、債務

者が譲渡人に対する弁済や相殺を抗弁として主張する権利を放棄するためには、その旨

の積極的な意思表示が必要とされた。すなわち、承諾により全ての抗弁を切断する場合に

は、承諾とは別に、抗弁権の放棄という積極的な意思表示が必要とされた。 

 
6. まとめ 
 

以上のとおり、ABL に関連する要綱仮案の内容をみてきたが、ABL の利用促進につな

がる改正もあるものの、まだ解釈に委ねられている論点も多い。債権法改正後も、その点

には十分に留意して ABL を利用していく必要がある。 

 
Ⅲ. 融資先が民事再生を申し立てた場合の対応 

 

以下では、法改正の前後を問わず共通して生じる運用上の問題として、まず、融資先が民

事再生を申し立てた場合の対応について検討する。 

 

1. 事例 
 

銀行（以下「本件銀行」という。）が、ある商社（以下「本件商社」という。）に対して ABL 融

資を実行した例で考える。 

 

                               
3 経済産業省（受託者：三菱総合研究所）「『動産・債権譲渡担保融資（Asset-based Lending：ABL）普

及のためのモデル契約等の作成と制度的課題等の調査』報告書」（平成 25 年 3月 11 日）において公表さ

れている債権譲渡担保契約のモデル契約書中にも、担保権設定者の遵守事項として「本件譲渡債権が発

生するために必要な事業及び契約関係について、適法かつ適正に維持すること。ただし、乙の事前の同

意があった場合はこの限りではない」との規定が設けられている。 
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（1） 本件商社の事業 

本件商社は、海外メーカーから冷凍食品を仕入れ、国内のレストラン等に販売してい

る。 

商品の販売により毎月 5 億円程度の売上があり、販売代金の入金は毎月末日締めの

翌月末日払いである。 

毎月末日時点において、簿価にして約 10 億円相当の在庫商品を保有している。 

毎月の家賃、人件費等の固定費は毎月 1 億円、販売のための運送費や倉庫代等の経

費が月 1 億円である。 

 

（2） 融資の実行 

本件銀行は、本件商社に対し、同社の再建を支援するため、全在庫を対象とする集合

動産譲渡担保の設定を受けた上で、6 億円の融資を実行した。販売先が極めて多数であ

ることから、売掛債権には担保設定はなされなかった。 

在庫評価の掛け目は 60％に設定した。食品とはいえ、商社倉庫の管理状況は良好で

あり、需給トレンドも比較的安定していると考えられたことから、本件銀行としては、仮に本

件商社が破産に至った場合であっても、融資額は満額回収が見込めるとの判断であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 民事再生の申立て 

しかし、その後、本件商社の業績は急激に悪化し、ある月の月末に、民事再生の申立

てを行った。本件商社によれば、申立て時点ではスポンサーを確保できておらず、スポン

サーの探索を直ちに開始する予定である、とのことであった。 

また、本件商社からは、毎月 1 億円（在庫販売代金回収額の 20％相当額）を分割弁済

するので、弁済を継続している間、担保権の実行を猶予してほしい、との要請（別除権協

定の締結依頼）があった。スポンサーが確保できれば、スポンサー支援の実行時に残債

務の全額を弁済するが、万が一、スポンサーの確保に時間がかかったとしても、半年間で

全額弁済が可能であるとの説明であった。 

 

レストラン等 

集合動産譲渡担保 

（在庫評価の掛け目 60％）

仕入 

在庫（約10億円） 

海外メーカー 本件商社 

本件銀行 

販売 

融資 6億円 

実行 
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2. 検討 
 

（1） 民事再生申立て後に想定される事態 

ア 売掛金の回収の問題 

本件商社は、民事再生を申立てたことにより、販売先から販売代金の支払いを拒絶さ

れたり、仮に販売代金の支払いがなされたとしても、今後の取引の継続を打ち切られた

りするリスクにさらされる。もし、販売先から取引を打ち切られた場合、その後は売上が

立たず ABL 融資の弁済に支障を生じることとなる。 

また、仕入先から仕入を拒絶されることにより、販売先に対して商品の全部または一

部について納品ができなかった場合には損害賠償を請求され、売掛金と相殺される可能

性もある。 

 

イ 仕入・在庫の確保 

本件商社の仕入先は海外メーカーである。海外のメーカーが、日本の民事再生の制

度趣旨・内容を十分に理解し、申立後の取引継続に応じてくれるか、という問題も生じる。

仕入れが確保できないとすると、担保対象たる在庫商品は徐々に減少することになる。 

 

ウ 資金繰りの検討 

仕入を確実に継続するためには現金で仕入を行う必要がある場合も多い。現金で仕

入代金の支払いを行うことになれば、資金繰りは極めてタイトとなる。これに加えて、ABL

融資の返済をすることになれば、新たな仕入資金を確保できるのか、という問題も生じ

る。 

 

エ スポンサーの確保 

本件商社において、スポンサーを確保できるのかどうか、スポンサー選定の時期、支

援額の見込み等についても検討が必要になる。 

 

（2） 金融機関の判断 

ア 事業継続の可否の判断、判断までの時間的制約 

ABL 融資を行う際の金融機関の判断としては、債務者が破産した場合を前提に、在

庫の処分の可能性、その場合の在庫の処分価格をベースとして、融資の有無や融資額

の検討を行う場合が多いと思われる。 

しかし、実際には、債務者は、窮境に陥った場合、民事再生等の再建型の法的整理に

入ることも多い。その場合には、債務者は、ABL 融資について分割弁済を続けながら事

業継続をすることを前提とした弁済案をもって、金融機関と協議・交渉を行うことになる。 

金融機関としては、債務者の事業継続を認めようとする場合には、民事再生申立後に

生じうる上記（1）のような問題点をクリアしつつ、ABL 融資を完済するまで事業継続をす

ることが可能なのかどうかを判断する必要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

企業再生・債権管理ニュースレター 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 
 

上記のような相談は、申立ての 1 週間から 3 日前くらいに債務者から金融機関に持ち

込まれることが一般的であり、申立後数日以内にはその諾否を決断する必要がある。と

もかくも時間がない。 

 

イ 弁済案は、債務者にとって極めて厳しいものになる可能性が高い 

債務者が破産した場合に、現在の在庫を担保掛目で換価することは十分可能という

状況であれば、破産をさせれば ABL 融資全額の回収が可能ということになる。そのよう

な状況下において、債務者の事業継続を前提とした分割弁済案を受諾することは、金融

機関にとっても相当なハードルになるはずである。 

金融機関としては、ABL 融資が焦げ付くことは万が一にも許されないと考えることは当

然であり、それゆえ、事業継続性の判断は極めてシビアにならざるを得ない。 

その場合、やむを得ず、担保実行に踏み切るとの判断をせざるを得ない場合もあるし、

分割弁済を認めるとしても、債務者にとって極めて厳しい弁済案になる可能性が高い。 

例えば、上記 1 の事例のケースであれば、売掛金の回収に 1 ヶ月で、かつ、現在の在

庫が 2 ヶ月で処分されてしまう以上、最大 3 ヶ月程度の期間（申立てから 1 ヶ月間は申

立時点ですでに発生している売掛金の回収、その後の 2 ヶ月間は申立て時点の在庫を

販売してこれを回収するまでの期間となる。）内に、ABL 融資の全額を弁済させるような

弁済案でなければ、金融機関として分割弁済案に受諾できないという判断になる可能性

も大いにある。 

その場合、具体的には、毎月 2 億円程度の ABL 返済が必要となる。月の回収金が 5

億円、固定費や販売経費が合計 2 億円として、残る 3 億円のうち 2 億円を ABL 返済に

あてなければならないとすれば、実際上、十分な仕入は困難である。商社である以上、

仕入をしなければ事業継続は不可能である。果たして、それで何ヶ月間の事業継続が可

能なのか、その間にスポンサーを選定できるのか、という問題も生じる。 

 

3. まとめ 
 

（1） ABL 融資の問題点 

ABL 融資の弁済原資は、売掛金の回収金、すなわち事業資金そのものである。ここに、

不動産担保融資と異なる ABL 融資の難しさがある。ABL 融資を確実に回収しようとすれ

ば、弁済案は債務者にとって極めて厳しい内容になり、必然的に、債務者の運転資金は

大幅に減少し、事業の継続自体が困難となる。 

翻って、もし、そもそも、上記 1 の事例で、ABL 融資がされないままに民事再生に入った

場合にはどうだっただろうか。この場合には、その後、仮に民事再生に入ったとしても、在

庫を販売し、売掛金を回収することによって事業継続は可能だったであろうし、少なくとも、

スポンサーを確保するまでの一定期間の事業継続は可能となったと思われる。 

ABL 融資を実行したとしても、その後、法的整理に入る可能性が相当程度ある、という

会社の場合には、ABL 融資を行うことで、かえって、法的整理での再建の途を閉ざしてし
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まうこともある、ということに留意する必要がある。 

 

（2） ABL 融資の活用にあたり検討すべきポイント 

ABL 融資が、窮境に陥った債務者の事業再生を促進する機能を有することはもちろん

であり、今後も積極的に活用されることが望まれる。ABL 融資を受けることにより、法的整

理を回避しつつ私的整理による再建を果たすケースも多くある。 

他方で、債務者が法的整理に入った場合の問題点等は上記のとおりである。そこで、

金融機関としては、①融資の実行時、および、②融資の実行後において、それぞれ以下

のような事項に留意しておくべきである。 

 

① 融資の実行時 ～対象企業を動的に分析しておくこと～ 

金融機関において、ABL による融資の実行を検討する場合には、対象企業が破産し

て事業を停止したことを前提とする、「静的」な担保物の分析・評価・検討のみでは足りな

いと思われる。 

対象企業の経営状態が悪化して、民事再生等の法的整理に入らざるを得ない状況に

ある場合あるいは実際に法的整理に入った場合において、金融機関が ABL 融資の担保

権を実行すれば、金融機関が引き金を引いたという評価を受けることも否定できない。そ

のため、金融機関にとって担保実行へのハードルは実際上は相当高いと思われる。した

がって、ABL 融資の実行を検討する場合には、対象企業が民事再生を申し立てた場合

に事業継続にあたってどのような問題が生じるのか、その場合に ABL 融資にはどの程

度の弁済が可能なのか、その状態でどの程度の事業継続が可能なのか、スポンサー確

保の可能性がどの程度あるのか、という事業継続を前提とした、「動的」な状態での分

析・評価・検討を行うこと（対象企業を生かしながら、いかに回収を図るかという検討）が

必要になる。 

再生の実務に精通した弁護士の意見も踏まえつつ、スポンサー確保の確度や選定に

必要となる期間、申立後に生じる様々な問題（販売の可否、売掛金回収の見込み等）等

を事前に十分に検討した上で、実行の可否や実行の条件を決定すべきである。もちろん、

その検討の結果は契約書にも反映しておく必要があり、個別の事案ごとに適切なモニタ

リング条項やコベナンツを定めることが必要になる。 

 

 ② ABL 融資の実行後 ～モニタリングの実施・私的整理の推進～ 

ABL 融資の実行後に、適時・適確なモニタリングを実施することにより、債務者の状況

を常に正確に把握しておく必要がある。債務者の状況を把握することにより、私的整理

の実施を含めて、法的整理に至らないように早めの対応を行うことが可能となる。法的

整理の可能性が否定できない場合には、早期の私的整理の着手を検討する必要がある。

適時に弁護士、会計士等のアドバイザーを債務者にアサインさせ、金融機関、債務者、

アドバイザーの三者で、事業継続や再建に向けた体制の準備を整えておくことも重要で

ある。 
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Ⅳ. 融資先による担保毀損行為への対応 
  

次に、近時散見される ABL 融資先による担保毀損行為への対応方法について検討する。 

 

1. 事例 
 

ABL は、事業のサイクルそのものを担保にとる融資であるが、融資時に前提としていた

事業サイクルを借り手側が故意に変容させることにより、不当に担保価値を下落、毀損さ

せることがありうる。 

銀行（以下「本件銀行」という。）が、あるメーカー（以下「A 社」という。）に対して、ABL に

よる融資を実行した例を参考に検討する。 

 

（1） 融資の実行 

A 社は、その全商品の製造を工場を保有する製造業者（以下「B 社」という。）に委託し、

B 社から商品を仕入れ、これを販売業者（以下「C 社」という。）を始めとする各業者や消費

者に販売していた。B 社からの仕入額は毎月 9000 万円であり、C 社に対する売上は毎月

1 億円程度であった。 

本件銀行は、A 社の C 社に対する売掛債権に担保としての価値を見込み、将来債権譲

渡担保の設定を受けた上で、7000 万円の融資を実行した。 

 

（2） 商流変更 

その後、A 社の業績が悪化し、本件銀行は、A 社から返済条件の見直し等について依

頼を受けた。 

本件銀行が確認したところ、A 社、B 社及び C 社が、三社間にて商流を変更する旨の合

意（以下「本件合意」という。）を行っていたことが判明した。すなわち、これまで、商品は、

B 社→A 社→C 社と販売されていたところ、本件合意により、商流は、B 社から C 社に直

接に商品が販売され、A 社は、手数料等の名目にて、B 社から、B 社の C 社に対する売上

高の 10％相当額（従前の商流における A 社の利益相当額）を得るという形に変更されて

いた。B 社では、本件合意前には、B 社の A 社に対する売掛金債権の回収が問題となっ

ていたが、これを A 社の B 社に対する手数料債権と相殺することによって、順次回収を図

ることとしたというものである。 

その結果、本件銀行が気付いたときには担保対象たる売掛金債権自体が消滅してい

た。 
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2. 検討 
 

（1） 担保価値維持義務違反を理由とする損害賠償請求 

本件合意による商流を前提とすると、A 社の C 社に対する売掛債権の発生が見込めな

くなる。これは、A 社による担保価値の毀損行為といえ、本件銀行との融資契約書上の担

保価値維持義務に違反することになる。契約書上の定めがない場合であっても、A 社は、

担保権設定者である以上、担保権者である本件銀行に対して、当然に担保価値維持義

務を負うものと解される（最判平成 18 年 12 月 21 日民集 60 巻 10 号 3964 頁）。 

したがって、本件銀行は、A 社に対して、損害賠償請求を行うことが可能ではある。 

しかし、A 社の業績が悪化している以上、同社からの回収は実質的に見込めないこと

から、他の手段を検討する必要がある。 

 

（2） 債権譲渡担保の実行（取立訴訟の提起） 

債権譲渡担保を実行し、従前の A 社の売掛先である C 社を相手に、取立訴訟を提起す

ることが考えられる。 

しかし、本件合意により商流の変更がなされてしまったということであれば、それ以後に

A 社の C 社に対する売掛債権が発生していることを立証することは困難であると考えられ

る。 

 

（3） 詐害行為取消訴訟の提起 

本件合意が詐害行為に該当するとして、B 社を相手方として詐害行為取消訴訟を提起

することも考えられる。しかし、B 社の悪意（商流変更が本件銀行を害することを B 社が認

識していたか否か）の立証も容易ではないし、本件合意を取り消したとしても、B 社に対し

て何らかの請求権が直ちに発生するわけでもない。 

また、C 社を相手方として詐害行為取消訴訟を提起することも考えられるが、同様に、C

売掛債権 

販売 
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融資 

実行 

将来債権 

譲渡担保 
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社の悪意の立証も容易ではない。本件合意を取り消したとしても、A 社の C 社に対する売

掛債権が改めて発生するわけでもないように思われる。 

詐害行為取消権の行使の効果として、B 社、C 社に対する直接の請求を認めるような

解釈論を構築する必要があるが、理論的にはかなり難しい問題である。 

この点、本件合意が、実質的に、A 社の C 社に対する売掛債権を B 社に譲渡した行為

にあたるとして、各譲渡行為を取り消すという構成も考えられるが、実際にそのような構成

が可能か、という問題もある。また、各売掛債権がすでに回収されて消滅している場合に

価格賠償請求が可能かどうかということも、理論的には非常に難しい問題である。 

 

（4） 不法行為に基づく損害賠償請求 

B 社及び C 社を相手に、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことも考えられる。 

しかし、B 社、C 社が本件合意によって担保対象たる債権を消滅させた行為は、債権侵

害の一種であるため、不法行為の成立要件として故意が必要になる可能性がある。その

立証のハードルは高いと思われる。 

 

3. まとめ 
 

上記の例は実際に問題となった事案を参考にしたものである。 

商流変更は、極めて単純な担保毀損行為であるが、実際に債務者の弁済能力が期待で

きなくなった段階でこれがなされた場合には、ABL 融資の回収は極めて困難となる。 

不動産と異なり、売掛債権等は、債務者側で容易に毀滅することが可能であるという点

を踏まえ、貸し手側としては、ABL による融資の実行を検討する際には、担保対象となる動

産や債権の担保価値だけでなく、債務者企業が真に信用できるか否かという定性的な観

点からの検討も重要である。 

また、上記のような事態も想定しつつ、ABL の融資時に、契約書等でどのようにしてこれ

を予防しておくかという検討も重要であるし、かかる事態が発生した場合に回収を実現する

ために、どのような条項をおいておくか、という点も重要になってくる。 

再生の実務や債権回収に精通した専門家のアドバイスを踏まえて、契約条項を見直す

ることも検討する必要があると思われる。 
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