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 ７ 非典型担保
 (１) 譲渡担保 
 ア 意義・法的構成
 (ア) 意義 債務者又は第三者（物上保証人）に属する所

有権その他の財産権を債権者に譲渡し，債務
が弁済されたらその権利は設定者に復帰する
が，債務不履行の場合には確定的に債権者に
権利が帰属して，これによって債務は弁済さ
れたものとする形式の担保 

 (イ) 趣旨 民事執行の競売手続を経ることなく私的かつ
容易に担保を実現することを可能にする。 

 (ウ) 法的構成 

❑ 
❑ 
★ 

法的構成～譲渡担保
権者の明渡請求の可
否等 

【所有権的構成】
所有権移転の形式を重視 
↓ 
譲渡担保権者に所有権が移転すると構成 
（注）判例は，基本的に所有権的構成をとって

いるが（最判昭62.11.12），所有権移転
の効力は債権担保の目的を達するのに
必要な範囲内においてのみ認められる
として，譲渡担保設定者による不法占拠
者に対する返還請求を認めるなど，事案
によっては担保の実質に即して修正を
加えている（最判昭57.９.28など）。 

【担保権的構成】 
担保権としての実質を重視 
↓ 
譲渡担保権者は担保権を有するにすぎないと
構成 

❑ 
❑ 
★ 

弁済期前に譲渡担保
権者が担保目的物を
第三者に譲渡した場
合の効果 

【所有権的構成より】
第三者は善意・悪意を問わず所有権を取得す
る。債務者は譲渡担保権者に債務不履行責任
を問い得るにすぎない。 
【担保権的構成より】 
他人物売買となる。第三者は192条，94条２項
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類推適用等によって保護され得るにすぎな
い。 

❑ 
❑ 
★ 

債務者による被担保
債権の弁済後に，譲
渡担保権者が担保目
的物を第三者に譲渡
した場合 

【所有権的構成より】 
債務者と第三者は二重譲渡の関係に立つ。 
【担保権的構成より】 
他人物売買となる。第三者は192条，94条２項
類推適用によって保護され得るにすぎない。

 イ 受戻権 
 (ア) 意義 譲渡担保権者が実行によって目的物の所有権

を取得しても，清算金の支払（帰属型）又は
第三者への処分（処分型）があるまで，設定
者が被担保債権額を提供して所有権を取り戻
すことができる権利 

 (イ) 目的物の譲渡と受戻権

❑ 
❑ 
★ 

弁済期後に譲渡担保
権者が担保目的物を
第三者に譲渡した場
合の受戻権 

債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合，
債権者は，帰属清算型であると処分清算型で
あるとを問わず，目的物を処分する権能を取
得する。 
↓ 
債権者が目的物を第三者に譲渡したときは，
原則として，譲受人は目的物の所有権を確定
的に取得し，債務者は目的物を受け戻すこと
はできなくなる。 
第三者が背信的悪意者にあたる場合であって
も同様である（最判平６.２.22，百選Ⅰ98事
件）。 
 ∵①権利関係の早期確定の必要，②譲受人
の主観を知り得ない債権者の保護 

❑ 
❑ 
 

弁済期後に譲渡担保
権者の債権者が差押
えをした場合 

受戻権は消滅する。
 ∵設定者は目的物の処分権能を失ってお
り，強制競売による処分も受忍すべきで
あるから。 
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 ウ 効力 

❑ 
❑ 
★ 

譲渡担保権に基づく
物上代位 

肯定（最決平11.５.17）
∵担保たる実質を重視 
（注）前提として担保権的構成をとった方が

導きやすいが，所有権的構成に立って
も担保としての実質を考慮して肯定す
ることは可能。 

 エ 集合動産譲渡担保
 (ア) 有効性 

❑ 
❑ 
 

集合動産譲渡担保は
一物一権主義に反し
ないか 

反しない。
 ∵一物一権主義の趣旨は，①集合物に１個
の物権を認める社会的必要性が乏しいこ
と，②公示が困難であることにある。 

↓ 
集合動産譲渡担保権は，①集合動産全体に譲
渡担保を設定する社会的必要性が認められる
し，②占有改定によって公示することができ
るため，上記趣旨に反しない。 

❑ 
❑ 
 

集合動産に特定性は
あるか 

種類，所在場所及び量的範囲を指定するなど
何らかの方法で目的物の範囲が特定される場
合には，一個の集合物として譲渡担保の目的
物となり得る（最判昭54.２.15）。 

 (イ) 譲渡担保目的物の処分

❑ 
❑ 
 

設定者による譲渡担
保目的物の処分の有
効性 

集合物の内容が譲渡担保権設定者の営業活動
を通じて当然に変動することが予定されてい
るから，設定者にはその通常の営業の範囲内
で譲渡担保の目的動産を処分する権限が付与
されており，その権限内でなされた処分は有
効である（最判平18.７.20，百選Ⅰ99事件）。
【通常の営業の範囲】 
当事者が追求する経済的目的，設定者の営業
内容，取引通念・慣習により判断する。 
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 (ウ) 集合動産譲渡担保と動産売買先取特権 

❑ 
❑ 
 

両者の関係 動産先取特権の目的物である動産が，集合動
産譲渡担保の目的物である集合動産に新たに
組み込まれた場合，譲渡担保権者は「第三者」
（333条）となり，先取特権は消滅する（最判
昭62.11.10）。 
 ∵①占有改定も「引き渡し」（333条）に含
まれる。②所有権的構成によれば，譲渡
担保権者は「第三取得者」にあたる。 

（注）担保権的構成を採ると，譲渡担保権と
先取特権が競合することになる。両者
の優劣については，動産質について定
めた334条を類推適用し，譲渡担保権が
優先するとする見解がある。 
 ∵動産譲渡担保に最も近い典型担保
は動産質権である。 

 オ 集合債権譲渡担保の有効性

❑ 
❑ 
18 
Ｒ 
１ 
予 
25 
★ 

将来債権の譲渡の有
効性 

有効（466条の６第１項）
 ∵将来，債権が発生しなかった場合のリス
クは譲渡人が負えば足りる。 

（注）譲渡の目的とされる債権が発生原因，
額，始期と終期を明確にするなどして
特定されていれば，特段の事情のない
限り，将来発生すべき債権を目的とす
る債権譲渡契約の締結時において，債
権発生の可能性が低かったことは，債
権譲渡契約の効力を，当然に左右する
ものではない。 
もっとも，将来の一定期間内に発生す
べき債権を目的とする債権譲渡契約の
内容が，譲渡人の営業活動に社会通念
上相当の範囲を著しく逸脱する制限を
加えたり,他の債権者に不当な不利益
を与える場合などの特段の事情がある
場合には，公序良俗に反して，当該契

【29改正】
466条の６は，最
判平11.１.29の
判例法理を具体化
したものである。 
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約の全部又は一部が無効となる（最判
平11.１.29，百選Ⅱ26事件）。 

❑ 
❑ 
18 
Ｒ 
１ 
★ 

集合債権の特定性の
程度 

債権譲渡の予約にあっては，予約完結時にお
いて譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有
する他の債権から識別できる程度に特定され
ていれば足り，この理は，将来発生すべき債
権が譲渡予約の目的とされている場合でも変
わるものではない（最判平12.４.21）。 
→識別し得るか否かは，債権者，債務者，債
権の発生原因が特定できるかで判断する。 

 (２) 所有権留保
 ア 意義 売主が目的物の引渡しを終えつつ，代金が完

済されるまで目的物の所有権を留保すること
 イ 法的構成 

❑ 
❑ 
27 

法的構成 【所有権的構成】
当事者があえて所有権留保という形式をとっ
た点を重視 
↓ 
売主は所有権を有すると構成 
（注）判例は所有権的構成に立つと思われる

（最判昭49.７.18参照）。ただし，留保
売主による目的物の引渡請求を権利濫
用として否定した判例がある（最判昭
50.２.28）。 

【担保権的構成】 
担保権という実質を重視 
↓ 
売主は担保権を有するにすぎないと構成 

❑ 
❑ 
 

所有権留保売主が，
買主からの転得者に
対して，引渡請求で
きるか 

【所有権的構成より】
売主は所有権に基づき引渡請求できる。 
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 ２ 債権の効力
 (１) 総説 
 ア 債権の本質 特定人（債権者）が特定人（債務者）に対し

て，一定の給付（作為又は不作為）を請求す
ることを内容とする権利 

 イ 債権と第三者

❑ 
❑ 
★ 

第三者による債権侵
害～不法行為が成立
するか，成立する場
合の要件 

【不法行為が成立するか】 
成立する（大刑判大４.３.10，百選Ⅱ19事件）。
 ∵債権は，物権と違って排他性がないが，
債権も法的な保護に値する財産権であり
不可侵性がある。 

【要件】 
①過失で足りる場合 
債権の帰属自体を侵害して債権を消滅させた
場合（具体例：無権限者が債権の準占有者と
して有効な弁済を受けた場合） 
給付を侵害して債権を消滅させた場合（具体
例：特定物の給付を目的とする債権につき，
その目的物を第三者が滅失させた場合） 
②故意が必要な場合 
給付を侵害するが債権自体は消滅しない場合
（具体例：第三者が賃借人の賃借地利用を妨
害した場合（事実行為），土地の二重譲渡の
場合（取引行為）） 
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❑ 
❑ 
★ 

債権に基づく妨害排
除の可否＊６ 

【原則】
否定 
 ∵妨害排除請求権は物権の直接支配性に基
づくが，債権には直接支配性はない。 

【例外】 
対抗力（605条，借地借家法10条１項，31条）
ある不動産賃借権に限って妨害排除請求権を
認める（605条の４）。 
 ∵対抗力があれば，その排他性から物権に
類似しているといえるので，物権の直接
支配性に基づく妨害排除請求権を認めて
もよい。 

対抗力のない不動産賃借権も，賃貸人たる不
動産所有者が有する妨害排除請求権を代位行
使（423条）できる。 

 (２) 債務不履行
 ア 意義・効果
 (ア) 意義 債務者がその債務の本旨に従った履行をしな

いこと（415条１項本文，493条本文） 
 (イ) 効果 ①追完請求（履行不能の場合を除く）

②履行強制（履行不能の場合を除く） 
③損害賠償請求（415条） 
④解除（541条以下） 

＊６ 不動産賃借権に基づく妨害排除請求 条文化
 債権は特定の⼈に対して⼀定の⾏為をすることを請求しうる権利にすぎず，物に対する直接⽀配性
を有しないから，原則として，債権に基づく妨害排除等の請求をすることはできない。 
 改正前⺠法下において，判例は，対抗要件を具備した不動産賃借⼈は，占有を妨害する第三者に対
して妨害排除請求権等を⾏使できるとしていた。29 年改正により，上記判例が明⽂化された。 
 605 条等の規定により，不動産賃借⼈が，賃借権をもってその不動産につき権利を取得した第三
者に対抗できる場合には，その賃借権はいわゆる物権的効⼒を有し，不動産賃借⼈は不動産賃借権に
基づく妨害排除請求権及び返還請求権を有する（605 条の４）。 
 また，不動産の不法占拠者に対しては，不動産賃借⼈は，たとえ対抗要件を備えていなくとも，妨
害排除請求及び返還請求をすることができると解するべきである。不法占拠者は対抗要件の⽋缺を主
張する正当な利益を有する者ではなく，605 条の４はこのような場合の妨害排除請求及び返還請求
を否定するものではないからである。 
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 イ 債務不履行の諸形態・要件
 (ア) 履行遅滞 
 ａ 意義 債務が履行期にあり，履行が可能であるにも

かかわらず，履行がされない場合 
 ｂ 履行期と履行遅

滞 
確定期限債務：期限到来時（412条１項）
取立債務等，履行に債権者の協力を要する場
合，債権者が協力をして債務者に催告をしな
いと遅滞にならない 
不確定期限債務：期限到来後に履行請求を受
けた時又は期限到来を知った時のいずれか早
い時（412条２項） 
期限の定めのない債務：履行請求を受けた時
（412条３項） 
消費貸借に基づく貸金返還債務：期限の定め
がないときは催告後相当期間経過時 
不当利得債務：履行請求を受けた時 
 ∵期限の定めのない債務 
不法行為債務：不法行為時（最判昭37.９.４）

19 
★ 

ｃ 要件 ①債務が履行期に履行可能なこと
②履行期を徒過したこと 
③履行しないことが違法であること（例：債
務者に留置権（295条），同時履行の抗弁権（533
条）があれば違法ではない） 
④免責事由の不存在（「債務者の責めに帰す
ることができない事由によるもの」ではない
こと（415条１項ただし書））：損害賠償請求
する際に要求され，「契約その他の債務の発
生原因及び取引上の社会通念に照らして」判
断される 

【29改正】 
「債務者の責めに
帰すべき事由」は，
債務不履⾏責任の
免責事由となって
いる。また，免責
事由は，過失判断
を意味するのでは
なく，契約の趣旨
等に照らして判断
される。 
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❑ 
❑ 
19 
25 
30 
★ 

履行補助者＊７ 債務の履行に履行補助者を用いる場合であっ
ても，履行補助者を用いない場合と同様に，①
債務内容の確定，②債務不履行の有無，③「契
約その他の債務の発生原因及び取引上の社会
通念」に照らした免責事由の有無という判断過
程を経て責任の有無が判断される。法律又は債
務の性質上，履行補助者を用いることが可能な
場合，債務者は履行補助者を用いることは可能
であるが，履行補助者による債務不履行につい
ては，債務者が免責事由を立証しない限り責任
を負う。履行補助者を用いることが禁止されて
いる場合，履行補助者を用いること自体が債務
不履行となる。 

【29改正】
履⾏補助者の過失
という概念は，免
責事由の概念と整
合せず，また現
105条の削除に
より妥当しなくな
っている。改正法
の下では，履⾏補
助者の⾏為が不履
⾏にあたるか，不
履⾏が認められた
場合に免責事由が
あるかという問題
として契約の趣旨
等に照らして検討
することになる。 

  

＊７ 履行補助者の故意・過失 条文化
 本件債務不履⾏には履⾏補助者の⾏為が介在している。このような場合にも，債務者は債務不履⾏
による損害賠償責任を負うか。 
 改正前⺠法下の通説は，履⾏補助者を類型化した上で，履⾏補助者の故意・過失が「債務者の責め
に帰すべき事由」と同視できるかを論じていたが，29 年改正により，「債務者の責めに帰することが
できない事由」がある場合に免責されると改正され，履⾏補助者の問題も免責事由の中で検討される
こととなった。 
 債務不履⾏による損害賠償責任は，「その債務の不履⾏が契約その他の債務の発⽣原因及び取引上
の社会通念に照らして」債務者の責めに帰することができない事由がある場合に免責されるもの
（415 条１項）であり，履⾏補助者の⾏為は上記枠組みにおいて検討すれば⾜りる。具体的には，
①契約に即した債務内容の確定，②債務不履⾏の事実の確定，③契約及び取引上の社会通念に照らし
た債務者の免責事由の有無についての判断において検討すべきである。 
 本件では，……①〜③あてはめ 
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 (イ) 履行不能 
 ａ 意義 債務者の意思いかんにかかわらず，債務を履

行することが不可能なこと 
 ｂ 要件 ①「債務の履行が契約その他の債務の発生原

因及び取引上の社会通念に照らして不能であ
る」こと（412条の２第１項） 
物理的不能（例：売買契約の場合の目的物焼
失），社会通念上不能（例：不動産二重譲渡
で一方買主に登記移転した場合の他方買主へ
の登記），法律上不能（例：売買契約後の目
的物の法律上の譲渡禁止） 
②履行不能が違法なこと（例：他人の動物の
保管者が緊急避難（720条２項）としてこれを
殺害した場合は違法ではない） 
③免責事由の不存在（「債務者の責めに帰す
ることができない事由によるもの」ではない
こと（415条１項ただし書））：損害賠償請求
する際に要求され，「契約その他の債務の発
生原因及び取引上の社会通念に照らして」判
断される 
債務者の帰責事由ある履行遅滞中に当事者双
方の責めに帰することができない事由により
履行不能となった場合は債務者の責めに帰す
べき事由によるものとみなされる（413条の２
第１項） 

 (ウ) 不完全履行 
 ａ 意義 債務の履行が一応なされたが，それが不完全

なこと 
 ｂ 要件 ①不完全な履行があること（例：パソコンに

欠陥があり，電源が入らない） 
②不完全履行が違法であること 
③免責事由の不存在（「債務者の責めに帰す
ることができない事由によるもの」ではない
こと（415条１項ただし書））：損害賠償請求
する際に要求され，「契約その他の債務の発
生原因及び取引上の社会通念に照らして」判
断される 
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 (エ) 特殊な債務不履行

❑ 
❑ 
★ 

積極的債権侵害（拡
大損害）の処理～損
害賠償請求の法律構
成，根拠 

【損害賠償請求の法律構成】
履行はなされたが債権者に損害を与えてしま
った場合，不法行為と構成することもできる
が，債務不履行責任を認めるべき 
 ∵故意・過失の立証責任，消滅時効期間，
遅延損害金の発生時期等の点で債務不履
行と構成した方が債権者に有利な場合が
ある。 

【根拠】 
①本来の給付義務違反による拡大損害とし
て，損害賠償の範囲として処理する見解， 
②本来の給付義務とは別に信義則（１条２項）
上負う保護義務（契約の相手方の生命，身体，
財産を害してはならないという義務）違反に
基づく債務不履行責任として処理する見解等
がある。 

❑ 
❑ 
予 
30 
★ 

安全配慮義務の意
義，範囲 

【意義】
ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の
関係に入った当事者間において，当該法律関
係の付随義務として当事者の一方又は双方が
相手方に対して信義則上負う義務（最判昭50.
２.25，百選Ⅱ２事件） 
【範囲】 
社会生活上発生する他人に対する一般的な安
全配慮義務（具体例：道路交通法上の義務）
は含まれない。 
 ∵安全配慮義務は特定の当事者の特別な社
会的接触関係に基づいて認められる義務
である。 

（注）①不完全履行の問題として扱う見解，
②本来の給付義務とは異なる付随義務
違反，保護義務違反として扱う見解等
がある。 
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24 
25 
予 
27 
28 

ウ 債務不履行に基づく損害賠償（415条）
(ア) 要件 ①債務不履行の事実

②損害の発生 
③①債務不履行と②発生した損害との間の因
果関係 
④免責事由の不存在（「債務者の責めに帰す
ることができない事由によるもの」ではない
こと（415条１項ただし書））：損害賠償請求
する際に要求され，「契約その他の債務の発
生原因及び取引上の社会通念に照らして」判
断される 

 (イ) 内容 
 ａ 遅延賠償 本来の債務の履行が遅れたことによる損害賠

償（本来の債務の履行と併せて請求される）
 ｂ 塡補賠償 本来の債務の履行に代わる損害賠償（415条２

項） 
→以下の場合に請求可能 
①履行不能（同項１号） 
②債務者の履行拒絶の意思の明確な表示（同
項２号） 
③契約解除又は債務不履行による契約解除権
の発生（同項３号） 

❑ 
❑ 
★ 

損害賠償の範囲 債務不履行から通常生ずる損害（通常損害）
については無条件に損害賠償の範囲に入り
（416条１項），特別の事情によって生じた損
害（特別損害）については債務不履行時に特
別事情について債務者に予見可能性があれ
ば，その事情から通常生じる損害も賠償の範
囲に入る（416条２項）（相当因果関係説）。
 ∵損害の公平な分担という損害賠償制度の
趣旨 
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❑ 
❑ 
★ 

損害額の算定時期 【原則】
①履行不能の場合 
履行不能時（最判昭35.４.21） 
②契約解除の場合 
解除時（履行遅滞による解除につき最判昭
28.10.15，履行不能による解除につき最判昭37.
７.20） 
③履行遅滞の場合 
履行期（ただし，履行遅滞後履行されたとき
は履行時，最判昭36.12.８） 
【例外】 
①中間最高価格（債務不履行後，価格が上下
変動する場合の最も値上がりした価格） 
債権者が，債務不履行後の価格上昇と，最高
価格で処分し利益を収め得たという特別の事
情（416条２項）を債務者が履行不能時に予見
し又は予見し得たことを立証できれば，中間
最高価格での賠償が可能（大連判大15.５.22）。
②価格が継続的に上昇する場合 
債権者が，債務不履行後の価格上昇という特
別の事情を債務者が履行不能時に予見し又は
予見し得たことを立証できれば，債権者がそ
の価格まで値上がりする以前に目的物を他に
処分したであろうと予想される場合でない限
り，現在価格（事実審口頭弁論終結時の価格）
での賠償が可能。 
この場合，債権者が他に転売して利益を得た
であろうという事情は必要ではなく（最判昭
37.11.16），自己使用のために不動産を買い受
けた場合でもよい（最判昭47.４.20，百選Ⅱ９
事件）。 
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❑ 
❑ 
★ 

代償請求権（422条
の２） 

履行不能が生じたのと同一の原因により債務
者が目的物の代償である権利又は利益（保険
金，第三者に対する損害賠償請求権など）を取
得した場合に，債権者は，受けた損害の限度で
その権利の移転又は利益の償還を請求できる。
 ∵公平及び当事者意思の推定 
債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の
場合，塡補賠償請求権（415条１項，２項）と代
償請求権が発生し，両者は請求権競合となる 
 ∵債務者の責めに帰することができない事
由による履行不能であることは代償請求
権の発生要件として422条の２の文言上
要求されておらず，また，債務者が代償
請求権に対する抗弁として債務者の責め
に帰すべき事由による履行不能を主張・
立証することや，逆に債権者が代償請求
の請求原因として債務者の責めに帰する
ことができない履行不能を主張・立証す
ることは不自然 

【29改正】
422条の２によ
り明⽂化。帰責事
由の要否は解釈に
委ねられる。 

 (３) 受領遅滞（413条）
 ア 法的性質 

❑ 
❑ 
★ 

受領遅滞の法的性質 受領遅滞責任は，債務不履行責任ではなく，
公平の観念から信義則（１条２項）上認めら
れた法定の無過失責任である（法定責任説）。
 ∵債権は権利であって義務でなく，債権者
に受領義務を一般的に認めることはでき
ない。 

（注）特約による受領義務を認めることはで
きる。また，双務契約の場合，反対債
務の履行遅滞を理由に債務不履行責任
の追及が可能。 
判例の中には，一定の場合には，信義
則上買主に引取義務があるとしたも
のがある（最判昭46.12.16，百選Ⅱ55
事件）。 

【29改正】
改正により受領遅
滞の効果は明確化
されたが，受領義
務の存否について
は，なお解釈に委
ねられている。 
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 イ 要件 ①履行につき債権者の協力を必要とする債務
であること 
②債務者の履行の提供（弁済の提供）がある
こと 
③債権者の受領拒絶又は受領不能があること

❑ 
❑ 
★ 

帰責性は必要か 不要
 ∵一般的な受領義務はない（法定責任説）。

30 ウ 効果 ①債務不履行責任の免責（492条）
②利息支払義務の免除 
③双務契約の債権者の同時履行の抗弁権の喪
失（533条） 
④特定物の引渡しにおける注意義務（400条）
の軽減（413条１項） 
⑤増加費用の負担（413条２項） 
⑥危険の移転（413条の２第２項） 
⑦債務者の供託権 
なお，①～③は，受領遅滞の要件（②）であ
る弁済の提供の効果である 

【29改正】
④注意義務の軽減
（413条1項），
⑤増加費⽤の負担
（413条２項），
⑥ 危 険 の 移 転
（413条の２第
２項）以外は，受
領遅滞以外の制度
の効果として把握
される。 

❑ 
❑ 
★ 

解除，損害賠償の可
否 

否定（最判昭40.12.３） 
 ∵一般的な受領義務はない（法定責任説）。
（注）明示又は黙示の特約により，債権者に

受領義務が認められる場合には，受領
拒絶は債務不履行となるので，解除，
損害賠償（帰責性ある場合）が認めら
れる。 

 


