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Ⅰ. はじめに 
 

本号では、前号に引き続き「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。）に含まれる改正項目のうち、特に企業再生・債権管理と関わりが深

いと思われる項目について、改正の要点を紹介した上で実務上の留意点につき検討を行

う1。 

 

Ⅱ. 債権者代位権 （要綱仮案第 15） 
 

債権者代位権についての改正事項は多くが従来の判例・実務を明文化したものである。

そこで、以下では特に重要なもの及び従来の取扱いを変更するものに絞って解説を行う。 

 

1. 事実上の優先弁済効の容認 
 

（1） 要綱仮案の内容 

現行民法上、債権者が債権者代位権を行使した場合、当該債権者は、第三債務

者に対して金銭・動産を直接自己に引き渡すよう請求できるものと解されている

（大判昭和 10 年 3 月 12 日民集 14 巻 482 頁参照）。その際、当該金銭・動産の本

来の権利者である債務者は、第三債務者に対する請求権を失うとともに、債権者

に対する返還請求権を有することになるが、債権者は、債務者に対する債権（被

保全債権）と上記返還請求権を相殺することにより、事実上の優先弁済を実現す

ることが可能となっている。 

要綱仮案に先立って平成 25 年 2 月に決定された「民法（債権関係）の改正に関

                               
1 前号（2014 年 11 月号）では消滅時効、法定利率及び保証債務を扱った。なお、債権譲渡に関する改

正については前々号（2014 年 10 月号）で言及しているので併せて参照していただきたい。 
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する中間試案」では、上記場面での相殺を制限する提案が行われていたことから、

債権回収実務に影響が生じる可能性が指摘されていた。しかし、要綱仮案では、

当該規定の新設は見送られたため、事実上の優先弁済効は引き続き容認されるこ

ととなった。 

 

（2） 実務上の留意点 

以上のとおり、引き続き事実上の優先弁済効は容認されるものの、債務者の経

営状態が悪化した時点以降に債権者が行う相殺は、破産法等の相殺禁止規定（破

産法 71 条、民事再生法 93 条、会社更生法 49 条）の適用が別途問題となる。 

破産法等は、債務者に支払停止等があった後に債権者が債務者に対して反対債

務を負担した場合について、原則として債権者からの相殺は禁止されるとしてお

り、例外的に、債務負担が開始決定前である場合で、かつ、当該債務負担が、支

払停止等があったことを債権者が知った時より「前に生じた原因」に基づく場合

等には、相殺を許容することとしている。 

近時、金融機関が、借入人が保有する投資信託を債権者代位権の行使により解

約し、解約金を受領した上で相殺するという方法で債権回収を行った事案2で、最

高裁は「この相殺を許すことは再生債権についての債権者間の公平・平等な扱い

を基本原則とする再生手続の趣旨に反するものというべきである。」として、相殺

は許されないと判断した3（最判平成 26 年 6 月 5 日 民集 68 巻 5 号 462 頁）。 

したがって、債権者が債権者代位権によって事実上の優先弁済を受けようとす

る際には、債権者代位権の行使後に予定している相殺が、倒産法上の相殺禁止規

定により否定されるおそれがないか、予め検討しておくことが有益である。 

 

2. 債務者の処分権限の不制約（要綱仮案第 15・6） 
 

大判昭和 14 年 5 月 16 日民集 18 巻 557 号は、債権者が、債権者代位権の行使に着

手し債務者にその旨を通知したか、債務者がその旨を了知したときには、債務者は被

代位権利の取立てその他の処分権限を失うとしている。もっとも、上記判例に対して

は、単なる通知又は了知をもって債務者の権利を過度に制約するものであり、債務者

の地位を著しく不安定にするとの批判が向けられていた。 

また、上記判例を前提としても第三債務者が任意に債務者に債務の履行を行うこと

は妨げられないと解されているため、上記判例の下でも、債権者代位権を行使してい

る間に第三債務者が債務者に任意弁済を行い、代位しようとする債権が消滅してしま

うおそれがあった。そのため、こうした事態を防ぎたい債権者は、結局、別途、仮差

押や差押の手続をとる必要があったことから、上記判例は債権者にとっても実益が小

                               
2 解約金の受取口座として当該金融機関の口座が指定されていた。また、当該相殺が行われた後、債務

者は民事再生の申立てを行った。 
3 条文上は、解約金の発生が「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」

（民事再生法 93 条 2 項 2 号）に基づくものかが問題となった。 
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さいといわれていた。 

要綱仮案では、以上の点を踏まえ、債権者が債権者代位権を行使した場合であって

も、債務者は被代位権利の取立てその他の処分権限を失わないこととした。ただし、

現行民法の下でも、仮差押や差押手続を行っているのが一般的であるため、本改正に

よる実務への影響は限定的である。 

 

3. 訴えにより権利行使する場合の訴訟告知義務（要綱仮案第 15・7） 
 

債権者代位権を訴訟において行使した場合、その判決効は債務者にも及ぶ（民事訴

訟法 115 条 1 項 2 号）。しかし、現行民法上、債権者が債権者代位訴訟を提起した場

合に、当該訴訟手続に債務者が関与する機会を与える規定は存在していない。そのた

め、債務者は、自己の関与していない訴訟手続で債権者が敗訴したことにより、第三

債務者に対する自己の権利を失うおそれがあった。 

以上を踏まえ、要綱仮案は、債権者が債権者代位訴訟を提起した場合、債務者への

訴訟告知を義務付けることとした。 

 

Ⅲ. 詐害行為取消権 （要綱仮案第 16） 
 

1. 事実上の優先弁済効の容認 
 

現行民法上、詐害行為取消権についても、債権者代位権と同様、相殺による事実上

の優先弁済効が認められている。中間試案では、優先弁済効を制限する提案が行われ

ていたが、要綱仮案では、当該規定の新設は見送られたため、事実上の優先弁済効は

引き続き容認されることとなった。 

 

2. 行使要件の整理（要綱仮案第 16・1、3～5） 
 

詐害行為取消権の行使要件については、同趣旨の制度である倒産法上の否認権の行

使要件との不整合が指摘されている。特に平成 16 年の破産法改正以降は、同改正が

経済的に窮境に至った者との取引を過度に委縮させてしまわないよう、否認権行使の

対象を制限したにもかかわらず、詐害行為取消権の対象範囲が広範なままであること

から、同改正の趣旨が貫徹されていないとの批判があった。 

要綱仮案では、このような指摘を踏まえ、否認権行使の要件と整合するよう、次ペ

ージのとおり行使要件の整理が行われた。これにより、より強く債権者平等が求めら

れるはずの法的整理手続における否認権の行使要件よりも、民法の詐害行為取消権の

要件の方が緩やかであるという逆転現象は解消された。 
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行為類型 要   件 

債権者を害する行為（原則型） ① 債務者が債権者を害することを知ってした行為であること 

② その行為によって利益を受けた者（受益者）が、①の行為の当時、 

債権者を害することを知っていたこと 

相当対価を得てした財産の処分行為 ① 「隠匿等の処分」をするおそれを現に生じさせるものであること 

② 債務者が①の行為の当時、隠匿等の処分をする意思を有していたこと

③ 受益者が、①の行為の当時、②を知っていたこと 

既存債務についての担保の供与又は

債務の消滅に関する行為（偏頗行為） 

① 債務者が支払不能の時に行われたものであること 

② ①が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって

行われたものであること 

 

債務者の義務に属せず、又はそ

の時期が債務者の義務に属しな

いものである場合 

① 債務者が支払不能になる前 30 日以内に行われたものであること 

② ①が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって

行われたものであること 

債務の消滅に関する行為であ

って、受益者の受けた給付の価

額が当該行為によって消滅し

た債務の額より過大であるも

の（過大な部分に限る） 

① 債務者が債権者を害することを知ってした行為であること 

② その行為によって利益を受けた者（受益者）が、①の行為の当時、 

債権者を害することを知っていたこと 

※原則型と同じ要件 

 

3. 詐害行為取消訴訟の効力、訴訟告知義務（要綱仮案第 16・7） 
 

現行民法上、詐害行為取消訴訟において、債権者（原告）が誰を被告とすべきかに

ついて、債務者を被告とする必要はなく、受益者又は転得者のみを被告とすれば足り

ると解されているところ、この取扱いが明文化された。 

また、現行民法上、詐害行為取消しの効果が債務者に及ぶかについては、判例上、

効果は及ばないとされている一方（大連判明治44年3月24日民録17輯117頁参照）、

登記実務等では、効果が及ぶことを前提とする実務が形成されてきているなど、上記

判例と実務の間に、一部乖離が生じていた。 

以上を踏まえ、要綱仮案では、詐害行為取消訴訟の認容判決の効果は債務者にも及

ぶとした上で、債権者代位権の行使の場合と同様、債務者の手続保障を図る趣旨で、

詐害行為取消訴訟を提起した債権者に債務者に対する訴訟告知を義務付けることと

した。 
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Ⅳ. 多数当事者の債権債務 （要綱仮案第 17） 
 

1. 連帯債務（要綱仮案第 17・1） 
 

要綱仮案では、連帯債務が、債務の目的が「その性質上可分である場合」に、法令

の規定又は当事者の意思表示により成立することが明記された（なお、債務の目的が

性質上不可分である場合には不可分債務となる。）。連帯債務の対外的な効力は現行民

法と同じである（民法 432 条）。 

なお、連帯債務については、民法 441 条において、連帯債務者の全員又はそのうち

の数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者はその債権の全額について各破

産財団の配当を受けることができる旨定められていた。しかし、連帯債務者の数人に

ついて破産手続開始決定があった場合の手続については、破産法 104 条 1 項において

定められており同項が適用される結果、民法 441 条は適用されない4。要綱仮案では

民法 441 条は削除されることとなった（要綱仮案第 17・3）。 

 

2. 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等（要綱仮案第 17・2） 
 

要綱仮案では、以下のとおり、連帯債務者の一人について生じた事由のついて絶対

的効力を有するものが現行民法よりも大幅に制限されることになった。当該改正は、

連帯保証の場合にも準用され（要綱仮案第 18・4）、連帯保証人に対する債権の管理

に影響するため、十分、留意しておく必要がある。 

 

（1） 履行の請求（民法 434 条関係） 

ア 要綱仮案の内容 

要綱仮案では、現行民法 434 条を削除し、現行民法では絶対的効力事由と解さ

れていた「履行の請求」について相対的効力事由とされた（要綱仮案第 17・2（1））。

連帯債務には様々なケースがあるところ、常に連帯債務一般に履行の請求の絶対

的効力を生じさせ、他の連帯債務者が履行の請求を受けたことにより、自らの知

らぬ間に履行遅滞に陥ったり、時効が中断したりすることは不合理であると指摘

されており、これに対処したものである。 

なお、連帯保証の場合、債権者から主たる債務者に対する「履行の請求」は、

付従性により、その効力が連帯保証人に及ぶ。 

他方、要綱仮案では、連帯保証人に対する「履行の請求」については、相対的

効力事由とされ、主債務者に及ばないこととなった（要綱仮案第 18・4、第 17・

2（2））。 

 

                               
4 民法 441 条は連帯債務につきその債権全額が破産債権になるとするが、破産法 104 条 1 項は、破産債

権になるのは、本来の債権額全額でなく、破産手続開始時の現存額であるとする。 
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イ 実務上の留意点 

要綱仮案のもとでは「履行の請求」は相対的効力しか生じなくなるため、債権

者としては連帯債務に係る債権管理において注意を要する。これに対する対処と

しては、債権者と他の連帯債務者との間で別段の合意をしておくことにより、履

行の請求について当該連帯債務者について絶対的効力を及ぼすことが考えられる

（要綱仮案第 17・2（5）ただし書。なお、この点は後記（3）の免除や（4）の時

効の完成の場合も同様である。）。 

 

（2） 連帯債務者の一人による相殺（民法 436 条関係） 

要綱仮案では、連帯債務者の一人による相殺につき、現行民法 436 条 1 項と同

様、絶対的効力が生じることが維持された（要綱仮案第 17・2（2）ア）。 

要綱仮案では、連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合であ

って、これを援用しないときの取扱いにつき整理がなされた。すなわち、現行民

法 436 条 2 項の規定のもとでは、反対債権を有する連帯債務者の負担部分の限度

で、他の連帯債務者がその反対債権を自働債権とする相殺の意思表示をすること

ができ、その限度で債務が消滅するという構成を採用した判例5があったのに対し、

このような考え方には学説の批判があった。そのため、要綱仮案では、反対債権

を有する連帯債務者の負担部分の限度で、他の連帯債務者は「履行を拒絶」する

ことができる（債務が消滅するわけではない）という規律に改められた（要綱仮

案第 17・2（2）イ）。 

なお、連帯保証の場合、主たる債務者による相殺は、付従性により、その効力

が連帯保証人に及ぶ。 

他方、連帯保証人には負担部分がないため、連帯保証人が債権者に対して反対

債権を有していたとしても、主債務者がこれを理由として履行を拒絶することは

できない。これに対し、連帯保証人は、主債務者の反対債権を理由に履行を拒絶

することができる（要綱仮案第 18・2（2））。 

 

（3） 連帯債務者の一人に対する免除（民法 437 条関係） 

要綱仮案では、連帯債務者の一人に対する免除につき絶対的効力事由としてい

た現行民法 437 条を削除し、相対的効力事由に改めることとされた（要綱仮案第

17・2（3）ア）。これは、免除を絶対的効力事由とするのは債権者の通常の意思に

反すると考えられたためであり、相対的効力事由とすることで連帯債務の担保的

機能の強化が図られたものである。また、要綱仮案のもとでは、連帯債務者の一

人に対して免除がされた場合にも、他の連帯債務者は、免除を受けた連帯債務者

に対して求償することができるとされた（要綱仮案第 17・2（3）イ）。 

なお、連帯保証については、主たる債務について免除がなされた場合、連帯保

証人の債務も付従性により消滅する。 

                               
5 大判昭和 12 年 12 月 11 日民集 16 巻 1945 頁。 
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他方、連帯保証人についての免除は、主たる債務者に対して効力を及ばさない

（要綱仮案第 18・4）。 

 

（4） 連帯債務者の一人についての時効の完成（民法 439 条関係） 

要綱仮案では、連帯債務者の一人についての時効完成を絶対的効力事由として

いた現行民法 439 条を削除し、相対的効力事由に改めることとされた（要綱仮案

第 17・2（4）ア）。これも、前記（3）と同様、連帯債務の担保的機能の強化が図

られたものである。また、要綱仮案のもとでは、連帯債務者の一人について時効

が完成した場合にも、他の連帯債務者は、時効が完成した連帯債務者に対して求

償することができるとされた（要綱仮案第 17・2（4）イ）。 

なお、連帯保証については、主たる債務の消滅時効が完成し、主たる債務者が

時効を援用した場合、主たる債務が時効消滅し、付従性により連帯保証債務も消

滅する（連帯保証人はこれを主張できる。）。また、主たる債務の消滅時効は連帯

保証人も援用することができる。連帯保証人が援用すると、主たる債務が時効消

滅し、連帯保証債務も消滅する。 

他方、連帯保証人についての時効の完成は、主たる債務者に対して効力を及ば

さない（要綱仮案第 18・4）。 

 

3. 不可分債務（要綱仮案第 17・5） 
 

要綱仮案では、連帯債務者の一人との間の混同に関する効力である民法 438 条の規

定を除き、連帯債務の規定が、債務の目的がその性質上不可分である不可分債務の場

合にも準用されている（要綱仮案第 17・5）。 

 

4. まとめ 
 

ここまで本稿で説明した連帯債務（上記 1. 2.）、不可分債務（上記 3.）に加えて、

不可分債権（要綱仮案第 17・8）、要綱仮案において新たに明文化されることになっ

た連帯債権（要綱仮案第 17・6、7）のそれぞれについて、絶対的効力事由が生じる

事項を整理したものが表1である（表 1では、絶対的効力を有する場合には○を付し、

相対的効力しか有さない場合には×を付した。）。 

なお、要綱仮案第 18・4 により、連帯債務者の一人について生じた事由の効力に関

する規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用され

ている。 
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（表 1） 

 現行民法にお

ける連帯債務 

要綱仮案での取扱い 

連帯債務（※1） 不可分債務 連帯債権（※2） 不可分債権 

弁済 ○ ○ ○ ○ ○ 

請求 ○（民 434） ×（要綱仮案第

17・2（1）） 

×（要綱仮案

第 17・5、第

17・2（1）） 

○（要綱仮案第

17・6） 

○（要綱仮案第

17・8） 

相殺 ○（民 436） ○（要綱仮案第

17・2（3）） 

○（要綱仮案

第 17・5、第

17・2（3）） 

○（要綱仮案第

17・7（1）） 

×（民 429Ⅱ。

なお絶対的効

力と解する見

解あり） 

更改 ○（民 435） ○（民 435） ○（要綱仮案

第 17・5） 

○（要綱仮案第

17・7（2）） 

×（民 429Ⅱ） 

免除 ○（民 437） ×（要綱仮案第

17・2（3）ア） 

×（要綱仮案

第 17・5、第

17・2（3）

ア） 

○（要綱仮案

第 17・7（2）） 

×（民 429Ⅱ） 

混同 ○（民 438） ○（民 438） ×（要綱仮案

第 17・5 は

民 438 の準

用を除外） 

○（要綱仮案

第 17・7（3）） 

×（民 429Ⅱ） 

時効の完成 ○（民 439） ×（要綱仮案第

17・2（4）ア） 

×（要綱仮案

第 17・5、17・

2（4）ア） 

×（要綱仮案第

17・7（4）） 

×（民 429Ⅱ） 

 

※1：要綱仮案第 17・2（5）ただし書により、債権者及び他の連帯債権者の一人が別

段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に

従うこととされる。 

※2：要綱仮案第 17・7（4）ただし書により、他の連帯債権者の一人及び債務者が別

段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に

従うこととされる。 

 

Ⅴ. 相殺 （要綱仮案第 19・4（4）、第 24） 
 

1. 相殺禁止の意思表示（要綱仮案第 24・1） 
 

現行民法 505 条 2 項ただし書は、相殺禁止の意思表示は、善意の第三者に対抗する

ことができないと規定していた。 

これに対し、要綱仮案は、相殺禁止の意思表示は、悪意又は無重過失の第三者に対

して対抗することができると規律を改めた。 

これは、相殺禁止の意思表示とは、債権の譲渡制限特約と同様、当事者の意思表示
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により債権の本来的効力を一定の範囲で制限するものであるため、当該意思表示を対

抗できる第三者の範囲について、債権の譲渡制限特約の場合と同様の規律としたもの

である（要綱仮案では、条文の規定ぶりの仕方としても、相殺禁止の意思表示を第三

者に対抗するには、相殺禁止の意思表示の付された債権の債権者又は債務者側が、第

三者の悪意重過失の主張立証責任を負うことを明確にした。）。 

 
2. 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺（要綱仮案第 24・3） 

 
（1） 要綱仮案の内容 

要綱仮案では、差押えと相殺の関係について、判例6実務が採用するいわゆる無

制限説の考え方が採用された。すなわち、差押えを受けた債権の第三債務者は、

差押え前に取得した債権を自働債権とする限り、弁済期の先後を問わず、差押え

対象となっている債権を受働債権とする相殺を対抗することができる（要綱仮案

第 24・3（1））。 

さらに、要綱仮案では、後記 3 の「債権譲渡と相殺」の規律（なお、前々号も

ご参照）と同様に、差押え後に取得した債権であっても、受働債権の「差押え前

の原因に基づいて発生した債権」であれば、これを自働債権として相殺すること

も肯定されている（ただし、差押え後に他人の債権を取得した場合を除く。）（要

綱仮案第 24・3（2））。これは、債権譲渡と相殺の規律と同様、差押え時に自働債

権が具体的に発生していない場合でも相殺の期待を保護するものであり、倒産法

の規律との整合性を図ったものである。 

 

（2） 実務上の留意点 

要綱仮案第 24・3（2）では、いかなる場合が、受働債権の「差押え前の原因に

基づいて生じた」債権といえるかが問題となる。 

この文言は、差押えと相殺の関係に関しても、破産手続における債権者が管財

人に対し破産債権を自働債権として相殺を対抗できる範囲とのバランスを考慮し、

破産法 2 条 5 項の規定を参照して規定されたものである。 

したがって、破産法の規定における「破産手続開始前の原因に基づいて生じた

財産上の請求権」の解釈と同様、債権の発生原因のうち主たる発生原因が受働債

権の差押え前に備わっている必要があり、かつそれで足りると解されている。 

 

3. 債権譲渡と相殺（要綱仮案第 19・4（2）） 
 

（1） 要綱仮案の内容 

要綱仮案では、債権譲渡があった場合に、債務者が譲渡人に対して有する反対

債権が次のいずれかに該当するときには、債務者は当該債権による相殺の抗弁を

                               
6 最大判昭和 45 年 6 月 24 日民集 24 巻 6 号 587 頁。 
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譲受人に対抗することができるとされた（要綱仮案第 19・4（2））。権利行使要件

具備時とは、債務者が、民法 467 条 1 項の規定による通知を受け、又は承諾をし

た時をいう（要綱仮案第 19・4（2）ア）。 

（ⅰ）譲渡された債権の権利行使要件の具備時より前に、債務者が取得した債権 

（ⅱ）譲渡された債権の権利行使要件具備より後に、債務者が取得した譲渡人に

対する債権のうち、 

① 「権利行使要件の具備時より前の原因に基づいて生じた債権」 

② 「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」 

ただし、要綱仮案では、（ⅱ）①②のいずれかに該当する場合であっても、債務

者は、権利行使要件の具備時より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とされた。 

 

（2） 実務上の留意点 

要綱仮案の（ⅰ）は、債権譲渡と相殺の優劣について、相殺と差押えの場面と

同じように、現在の判例7実務が採用していた、いわゆる無制限説の立場を採用し

たものである。 

要項仮案（ⅱ）①も、相殺と差押えの場面と同様の規律であり、権利行使要件

具備時に反対債権がまだ発生していないとしても、発生原因が存在する場合には

相殺の期待を保護しようとするものである。ここでいう「前の原因に基づいて生

じた債権」には契約に基づく場合のみならず、不法行為や不当利得などを原因と

する場合も含まれる。 

要項案仮案（ⅱ）②も相殺の期待の保護を強めるものであって、前記 2（2）の

差押えと相殺の場合よりも広い範囲で相殺が肯定されている。かかる規律が設け

られたのは、将来債権が譲渡された場合には、譲渡後も譲渡人と債務者との間に

おける取引が継続することが想定される以上、相殺と差押えの場合よりも相殺の

期待を広く保護する必要性が高いといった考慮に基づいている。もっとも、どの

ような債権が（ⅱ）②の「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」であるのか、たとえば、「契約」というのは個別契約に限られる

のか、取引基本契約も含まれるのか等は解釈に委ねられている。この点について

は、①「譲受人の取得する債権を生ずる原因である契約」という文言からは、譲

受人の取得する債権を直接に発生させる契約と解するのが自然であること、②債

務者側の相殺の期待の保護としては、債権に譲渡制限特約を設けるといった自衛

手段が存在すること等から、ここでいう「契約」には原則として取引基本契約ま

では含まれないと解すべきであろう。 

いずれにしても、要綱仮案は、債権譲渡と相殺の優劣に関し、現行民法の明文

や判例等よりも一段と相殺の保護を図っているといえる。逆に言えば、債権の譲

受人側としては、反対債権による相殺の可能性が広がったため、債権を譲り受け

                               
7 最判昭和 50 年 12 月 8 日民集 29 巻 11 号 1864 頁。 
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る場合や債権譲渡担保を設定する場合には、慎重にデューデリジェンスをする必

要が生じることになる。 

 

4. 相殺の充当（要綱仮案第 24・4） 
 

現行民法では、相殺をした場合における充当について、弁済の充当の規定（民法

448 条～491 条）を準用するとのみ規定している。しかし、相殺には遡及効があるこ

とを前提とすると、自働債権と受働債権の双方または一方が複数あり、当事者間に相

殺の順序の合意がない場合には、どの自働債権とどの受働債権とが相殺されるのかが

確定しないと充当の対象となる利息・遅延損害金の金額が定まらず、直ちに民法 491

条を準用することができない。このように、複数の元本債権相互間の相殺の順序をど

のように考えるかは従来から問題となっており、この点に関しては判例8があったが、

条文からは判例のルールを読み取ることが困難であった。そこで、要綱仮案では、相

殺の充当に関して従来の判例の内容等を踏まえ、以下のとおり明文の規律を置くこと

で整理を図った。 

 

民法第512条の規律を次のように改めるものとする。  

（1） 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、これと同種の目的を有する債

務であって、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相

殺の意思を表示した場合には、当事者間に別段の合意がない限り、債権者の有する債権と

その負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額につい

て相殺によって消滅する。  

（2） （1）の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消

滅させるのに足りないときは、当事者間に別段の合意がない限り、次に定めるところに従

い、充当する。  

ア 債権者が数個の債務を負担するとき（イの規定に該当するときを除く。） は、民法第

489条第2号から第4号までを準用する。  

イ 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき

ときは、民法第491条を準用する。この場合において、その債務の費用、利息及び元本

のうちいずれかの全部を消滅させるのに足りないときは、民法第489条第2号から第4号

までを準用する。  

（3） （1）の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の

全部を消滅させるのに足りないときも、（2）を準用する。 

 

                               
8 最判昭和 56 年 7 月 2 日民集 35 巻 5 号 881 頁。この判例は、民法 512 条及び 489 条の趣旨にのっと

り、元本債権相互間では相殺適状となった時期の順に従って相殺し、損時期を同じくする元本債権相互

間及び元本債権とこれについての利息・利用債権との間では、民法 489 条及び 491 条を準用して相殺充

当を行うとしている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

文献情報 
 本 『倒産法全書 上巻・下巻〔第 2 版〕』（2014 年 6 月刊） 

出版社 株式会社商事法務 

著者 藤原 総一郎（監修）、早川 学（共著）、松村 正哲（共著）、荒井 正児 

（共著）、井上 愛朗（共著）、山崎 良太（共著）、信國 篤慶（共著）、

稲生 隆浩（共著）、濵 史子（共著） 

 

 本 『事業再生の迅速化』（2014 年 8 月刊） 

出版社 株式会社商事法務 

著者 松村 正哲（共著） 

 

  本 『あるべき私的整理手続の実務』（2014 年 9 月刊） 

（第Ⅲ編 第 3 章 ｢適正な再建手続｣を執筆担当） 

出版社 民事法研究会 

著者 井上 愛朗（共著） 

 

 本 『DES・DDS の実務〔第 3 版〕』（2014 年 11 月刊） 

出版社 金融財政事情研究会 

著者 藤原 総一郎（編著）山崎 良太（共著）、稲生 隆浩（共著） 

 

 本 『実務に効く 事業再生判例精選〔初版〕』（2014 年 11 月刊） 

雑誌名 ジュリスト増刊 

著者  藤原 総一郎、浅井 大輔 

 

 本 『外国公務員贈賄規制と実務対応―海外進出企業のためのグローバル 

コンプライアンス』 （2014 年 11 月刊） 

出版社 株式会社商事法務 

著者  【編者・執筆者】伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、小松 岳志、眞鍋 佳奈、梅津 

英明、大野 志保、渥美 雅之、田中 亜樹 

【執筆者】石本 茂彦、武川 丈士、田中 光江、小島 義博、秋本 誠司、小

山 洋平、二見 英知、湯浅 紀佳、川村 隆太郎、塙 晋、関口 健一、落合 

孝文、佐藤 貴哉、井上 淳、竹内 哲、波多野 博昭、林 千夏、高宮 雄介、

山口 健次郎、金 日華、佐川雄規、文堂 友寛、今仲 翔、茨木 雅明、中

野 玲也、羽深 宏樹、柿元將希、田中 太郎、畑江 智、藤田 鈴奈、御代

田 有恒、呂 佳叡 
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 論文 「民法（債権関係）の改正と信用金庫への影響（12）要綱仮案Ⅱ－定

型約款｣ 

雑誌名 信用金庫 第 68 巻 第 11 号 

著者  有井 友臣、足立 格、児島 幸良 

 
NEWS 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1 日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を客員弁護士とし

て迎えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接

法の教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑

基本法整備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果

たしてこられました。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さ

らに充実したリーガルサービスをご提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 難波 孝一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 10 月 1 日付で、難波 孝一 弁護士を客員弁護士として迎え

ました。 

難波弁護士は、本年 8 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるまでの間、

東京地方裁判所の通常部、労働部、商事部、保全部の部総括判事を務めるなど、

裁判実務の第一線で数多くの事件に携わってこられました。 

難波弁護士の参画により、当事務所は、企業関係の裁判において、さらに充実し

たリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 Asia Women in Business Law Awards 2014 にて Shortlisted に選ばれました 

Euromoney Legal Media Group が主催する、Asia Women in Business Law 

Awards 2014 において、Litigation 分野を含む 4 つの分野において Shortlisted に

選ばれました。Litigation 分野では、眞鍋 佳奈弁護士が Rising star の Shortlisted

に選ばれました。 

 

 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific'sLeading 

Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2015 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms に

て、当事務所は Recommended firms として紹介され、Restructuring & Insolvency

およびCompetition & Antitrustの分野を含む11の分野で特に高い評価を得ました。 

また、Asialaw recommended individuals として、当事務所の弁護士 13 名がとり

あげられました。 
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 The Fifth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Fifth Edition of Best Lawyers in 

Japan において、藤原 総一郎を含む当事務所の弁護士 57 名が選ばれました。  

また、当事務所の弁護士 3 名が「2014-2015 Lawyers of the Year」に選ばれました。  

 Benchmark Asia-Pacific 2014 にて高い評価を得ました 

Euromoney が発行する Benchmark Asia-Pacific 2014 - The Definitive Guide to the 

Leading Disputes Firms and Lawyers in the Region - において、当事務所は高い評

価を得ました。また、関戸 麦 弁護士が Future Star に選ばれました。 

（当事務所に関するお問い合せ、ニュースレター

のバックナンバーのご希望などは下記まで） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


