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１．はじめに

　近年わが国では，在庫商品とともに売掛債権を担保とする ABL（asset�

based� lending）が新たな担保手法として注目を集めるなど，債権を客体

とする担保の重要性は増しつつある。しかし，これを実現するための主要

な法制度である債権譲渡は，とりわけその対抗要件の仕組みに問題がある

ことが指摘されており，今般の債権法改正作業でもこれを改善すべくさま

ざまな改正提案が検討されたのは周知のとおりである（1）。要綱仮案では，

結局，確定日付ある証書による通知・承諾を第三者対抗要件とする現行民

法 467 条が，ほぼそのまま維持されることとなった（2）。しかし，よりよい

（１）�　法制審議会民法（債権関係）部会で検討されたさまざまな改正提案の詳細に
ついては，拙稿「債権譲渡――譲渡制限特約・対抗要件」瀬川信久編著『債権
法改正の論点とこれからの検討課題（別冊 NBL147 号）』（商事法務，2014 年）
129 頁以下参照。

（２）�　2014 年８月 26 日に決定された「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」（第
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制度の構築に向けた検討は不断に続けられなければならず，そしてその際

に比較法研究が有用であることは論を俟たないであろう。

　ところで，かつて筆者はフランスの動産・債権担保法制について検討を

行ったが（3），それはどちらかというと動産担保に重点を置いたものであっ

た。そこで本稿では，上記の目的に資すべく，前稿で十分に取り扱うこと

ができなかったフランスの債権担保法制に焦点を当てて検討を行うことと

する。より具体的には，特別法が規律する債権譲渡担保（cession�de�

créance�à�titre�de�garantie）と，2006 年の担保法改正で規律が一新され

た債権質権（nantissement�de�créance）の２つを本稿の検討の対象とする。

　このうち債権譲渡担保は，債権譲渡の法形式を用いて行われるが，わが

国の債権譲渡法制の母法でもあるフランス民法典 1690 条は，適式の手続

による第三債務者への送達または第三債務者の承諾を債権譲渡の第三者対

抗要件とする（4）。したがって，わが国の民法 467 条がそうであるように，

債権の一括譲渡を行う場合にはこの第三者対抗要件を具備することは容易

でなく，コストもかかる。そこで，企業信用の促進に関する 1981 年１月

２日の法律（5）（法案を提出した元老院議員の名にちなんでダイイ法と呼ば

19，３）は，現行 467 条１項の冒頭の「指名債権の譲渡は，」を「債権の譲渡（現
に発生していない債権の譲渡を含む。）は，」に置き換えたのみであり，第三者
対抗要件に関する現行 467 条２項はそのまま維持することとしている。

（３）�　拙稿「フランスにおける動産・債権担保法制の現在――近年の担保法改正・
担保信託導入をふまえて――」本誌 46 巻２号（2012 年）53 頁以下。

（４）�　フランス民法典 1690 条「〔第１項〕譲受人は，債務者に対して行う移転の送
達によってでなければ，第三者に対抗することができない。〔第２項〕ただし，
譲受人は，公署証書において債務者が行う移転の承諾によって同様に，〔第三者
に〕対抗することができる。」

（５）�　Loi�n°�81-1�du�2�janvier�1981�facilitant�le�crédit�aux�entreprises.�この法律に
ついてはすでに多くの紹介がなされている。池田真朗『債権譲渡の研究〔増補 2
版〕』（弘文堂，2004 年。以下，「池田・研究」として引用）307 頁以下（初出，「フ
ランス民法における指名債権譲渡法理の展開――その対抗要件の緩和をめぐっ
て」法学研究 56 巻 5 号（1983 年）），同『債権譲渡法理の展開』（弘文堂，2001 年。
以下，「池田・展開」として引用）87 頁以下（初出，「債権流動化と債権譲渡の
対抗要件（下）――包括的特別法の立法試案」NBL586 号（1996 年）），山田誠
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れる）が制定され，金融機関の貸付けを担保する目的で行う債権譲渡（お

よび債権質権の設定）の手続が大幅に簡略化されるに至った。この法律は

きわめて大きな成功をおさめ，今日では通貨金融法典（Ｌ 313-23 条以下）

に編入されて，実務上最も多く用いられる債権担保制度となっている（6）。

また，破毀院は 2006 年に，担保目的で行われる債権譲渡は法律で特に定

められている場合を除き債権質とみなすという判断を示したが（7），ダイイ

法は担保目的での利用を明文で認めているので（通貨金融法典Ｌ 313-24

条１項），この 2006 年破毀院判決の影響を受けない。そこで，債権の帰属

の移転という法形式を用いて担保設定を行うには，ダイイ法譲渡かあるい

は担保信託（8）による以外にないのが現状となっている。

　他方，債権質権は，2006 年の担保法改正によって大きな変容を被って

いる（9）。改正前の民法典では，債権質権はきわめて厳格な手続に服してい

一「金融機関を当事者とする債権の譲渡および質入れ――フランスにおける最
近の動向――」金融法研究７号（1991 年）58 頁以下（以下，「山田・報告」と
して引用），同資料編（６）（1990 年）50 頁以下参照。本稿は，これらの先行研
究に多くを負いつつ，近時の判例動向や理論の進展などを付け加えようとする
ものである。

（６）�　なお，本文のとおり，ダイイ法の規定は現在では通貨金融法典に編入されて
いるが，本稿ではフランスでの一般的な呼称に従い，この手続による債権譲渡
を「ダイイ法譲渡」と呼ぶことにする。

（７）�　Cass.�com.,�19�déc.�2006,�RTD civ.�2007,�p.160,�obs.�P.�Crocq�;�D.�2007,�p.�344,�
note�C.�Larroumet.�ただし，学説の多くはこの判例に反対している（Crocq,�ibid�;�
Larroumet,�ibid）。

（８）�　担保信託については，拙稿・前掲注（３）77 頁以下を参照されたい（本稿で
は取り扱わない）。

（９）�　2006 年のフランス担保法改正に関しては，平野裕之「改正経緯及び不動産担
保以外の主要改正事項（2006 年フランス担保法改正の概要）」ジュリ 1335 号（2007
年）36 頁以下，平野裕之＝片山直也訳「フランス担保法改正オルドナンスによ
る民法典等の改正及びその報告書」慶應法学８号（2007 年）163 頁以下参照。
また，2006 年改正後の債権質権に関しては，下村信江「フランスにおける動産
質（３・完）」近畿大学法科大学院論集９号（2013 年）115 頁以下，原謙一「フ
ランス法における債権質権――債権質権における占有を中心として――」横浜
法学 22 巻１号（2013 年）79 頁以下がある。
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た。すなわち，公署証書または適式に登録された私署証書が執達吏により

送達されるか，債務者がこれを公署証書で承諾することが成立要件とされ

ていたのである（旧 2075 条）。債権譲渡と異なって送達・承諾が対抗要件

ではなく成立要件とされていたのは，質権である以上は動産の場合の占有

移転に相当する手続を履践することが必要と考えられたためである（10）。し

かしこのように手続が厳格であると，多数の債権に一括して担保設定する

ことや将来債権に対して担保設定することはきわめて困難であり，実際に

は債権質権はほとんど用いられていなかった（11）。そこで 2006 年担保法改

正では，動産質権に関して占有移転が成立要件とされなくなったことを受

けて（12），債権質権についても送達・承諾を成立要件から外し，ダイイ法と

ほぼ同様の規律を採用することとした。これにより，債権質権の利便性は

格段に高まったと考えられ，今後の活用が期待されている。

　ところで，アメリカの統一商事法典（UCC）第９編では「プロシーズ

への効力波及」が認められており，たとえば在庫商品のみに担保権が設定

されていた場合であっても，当該在庫商品を売却して得られる売掛債権に

当然に担保権が及ぶとされている（13）。また，わが国でも動産質権に基づく

物上代位が認められており（民法 350 条・304 条），集合動産譲渡担保に

ついても最高裁は物上代位を肯定するに至っている（最決平成 22 年 12 月

２日民集 64 巻８号 1990 頁）。これに対してフランスでは，担保目的物の

価値を代替する債権への担保権の波及を広く担保権一般について許容する

（10）�　M.�Bourassin,�V.�Brémond�et�M.-N.�Jobard-Bachellier,�Droit des sûretés,�3e�éd.,�
Sirey,�2012,�no�1796,�p.471.

（11）�　ダイイ法は担保目的の債権譲渡とならんで債権質権についても規定しており，
同様に簡略化された手続によって設定可能とされているが，こちらも実際には
ほとんど利用がなかったという。

（12）�　2006 年担保法改正により，占有移転は動産質権の成立要件ではなく，登記と
ならぶ対抗要件具備の一方法として位置づけられることになった。拙稿・前掲
注（３）56-57 頁参照。

（13）�　森田修『アメリカ倒産担保法――「初期融資者の優越」の法理』（商事法務，
2005 年）53 頁以下参照。
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法規定は存在しない（14）。そして，わが国の物上代位にほぼ相当する物的代

位（subrogation�réelle）の法理（15）に関しては，これを法的擬制にすぎな

いとして，「明文なければ代位なし」と厳格に解するのが伝統的な見解で

ある（16）。もっともこれに対しては，充当（affectation）などの概念を用い

ることにより，物的代位を民法上の一般原則として確立しようとする試み

がなされてきたが（17），結局これは完全には成功しておらず，法律に予定さ

れている事例を超えて，物的代位の類推・拡大適用が一般に承認されるよ

うになっているとはいいがたい（18）。文献をみても，動産質権の効力が目的

物の売却代金債権にまで及ぶことを論じるものはない（19）。したがって，現

行の実務では，売掛債権を担保として捕捉するためには在庫に対する動産

質権の設定のみでは足りず，債権への担保設定が別途必要とされることに

なると思われる。

　以下では，ダイイ法譲渡と債権質権のそれぞれにつき，前稿で動産担保

に関して行ったのと同様に，（１）成立要件，（２）対抗要件，（３）設定者・

（14）�　ただし，所有権留保については，倒産手続において留保売主の権利が転売代
金に及ぶ旨の規定がある（商法典Ｌ 624-18 条）。

（15）�　フランス法の subrogation�réelle については，下村信江「フランスにおける物
上代位の本質論に関する一考察（上）（下）――抵当権の物上代位を中心に――」
阪大法学 46 巻３号，４号（1996 年），高橋智也「抵当権の物上代位に関する一
考察（１）～（３・完）――フランス subrogation�réelle 理論の歴史的展開から
の示唆――」東京都立大学法学会雑誌 38 巻２号（1997 年）～ 39 巻２号（1999 年），
今尾真「所有権移転型担保に基づく物上代位に関する基礎的考察（１）――フ
ランス法における物的代位 subrogation�réelle を手掛かりとして――」明治学院
論叢法学研究 73 号（2002 年）１頁以下参照。

（16）�　高橋・前掲注（15）都法 39 巻 1 号 719 頁，今尾・前掲注（15）76 頁参照。
（17）�　下村・前掲注（15）阪法 46 巻３号 51 頁以下，今尾・前掲注（15）54 頁以下

参照。
（18）�　今尾・前掲注（15）77 頁，高橋・前掲注（15）都法 39 巻２号 794 頁注（267）

参照（反対，下村・前掲注（15）阪法 46 巻３号 50 頁）。
（19）�　ただし，動産売買先取特権に関してはこれを承認するのが通説とのことであ

る（今尾・前掲注（15）43 頁以下参照）。
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担保権者の権利義務，（４）第三者との関係，（５）実行方法，（６）倒産

手続との関係という６つの観点から検討を行う。

２．債権譲渡担保――ダイイ法による債権譲渡�
（cession�Dailly）（20）

（１）成立要件

　ダイイ法譲渡の成立要件は，主体に関するもの，客体（対象債権）に関

するもの，方式に関するものに大別される。

　まず，主体に関する要件としては次の①～③がある。①譲受人は金融機

関に限られる（通貨金融法典Ｌ 313-23 条１項）。ここにいう金融機関はファ

クタリング会社などの金融会社を含む（21）。②譲渡人は，法人であれば私法

人でも公法人でもよい。これに対して自然人は，その者が職業活動を行う

うえで金融機関から信用供与を受ける場合に限って譲渡人となることがで

きる（同項）。③譲渡対象債権の債務者（第三債務者）についても譲渡人

と同様の要件を満たす必要がある。すなわち，法人であれば私法人・公法

人を問わないが，自然人の場合にはその者が職業活動を行ううえで負った

債務に限られる（同項）。

（20）�　ダイイ法については，前掲注（５）の各邦語文献に加え，以下の仏語文献を
参照した。P.�Delebecque�et�M.�Germain,�Traité de droit commercial,� t.2,�17e�
éd.,�LGDJ,�2004（Delebecque�et�Germain として引用）;�J.�Ghestin,�M.�Billiau�et�G.�
Loiseau,�Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes,�LGDJ,�2005

（Ghestin�et�al. として引用）;��L.�Aynès�et�P.�Crocq,�Les sûretés�–�La publicité 
foncière,�7e�éd.,�LGDJ,�2013（Aynès�et�Crocq と し て 引 用 ）;�C.�Gavalda�et�J.�
Stoufflet,�Droit bancaire,�8e�éd.,�Litec,�2010（Gavalda�et�Stoufflet として引用）;�T.�
Bonneau,�Droit bancaire,�10e�éd.,�LGDJ,�2013（Bonneau と し て 引 用 ）;�M.�
Jeantin,�P.�Le�Cannu,�T.�Granier�et�R.�Routier,�Droit commercial, Instruments 
de paiement et de crédit, Titrisation,�8e�éd.,�Dalloz,�2010（Jeantin�et�al. として引
用）;�R.�Bonhomme,�Instruments de crédit et de paiement,�10e�éd.,�LGDJ,�2013

（Bonhomme として引用）.
（21）　山田・報告 68 頁以下，池田・展開 88 頁。
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　次に客体については，期限付債権のみならず将来債権も譲渡の対象とす

ることができる（同条２項）（22）。ただし，次にみるように譲渡対象債権は

特定されていなければならず，これが実務で将来債権譲渡を行う場合に直

面する難問であるとされる（23）（24）。なお，譲渡される債権は発生原因のいか

んを問わず，契約上の債権でも不法行為債権でもよい（25）（26）。

　最後に方式であるが，この点に関してはダイイ法譲渡は厳格な要式主義

に服する（27）。すなわち，譲渡人は次の①～④の事項を記載した明細書

（bordereau）を譲受人に交付しなければならず（同条３項），これらのい

ずれかひとつでも欠ける場合にはダイイ法譲渡の効果は生じない（同条６

項）。その記載事項とは，①「職業債権譲渡証書」という名称，②通貨金

融法典Ｌ 313-23 条～Ｌ 313-34 条（＝ダイイ法）に準拠する旨の記載，③

譲受人銀行の名称または社会的呼称，④譲渡対象債権の特定またはこれを

可能にする諸要素の記載（例として債務者名，支払場所，債権額・評価額，

（22）�　通貨金融法典Ｌ 313-23 条２項第２文は，締結済みの契約から生じる債権のほ
か， 将 来 締 結 さ れ る 契 約 か ら 生 じ る 債 権（créances�résultant�d’un�acte�à�
intervenir）を譲渡することもできる旨を規定する。

（23）　Gavalda�et�Soufflet,�no�689,�p.�418.
（24）�　そのほか，通貨金融法典の明文にもかかわらず，将来債権の譲渡になんらか

の留保を付す見解がみられる。V.�Delebecque�et�Germain,�no�2428-3,�p.�381（少
なくとも発生が十分に見込める債権であることを譲受人が要求するのは明らか
であるとする）;�Jeantin�et�al.,�no�557,�p.�435（架空の債権の譲渡は詐欺罪を構成
しうると指摘する）;�Bonhomme,�no�253,�p.�194（将来債権譲渡に伴う譲受人の
リスクを指摘する）．

（25）�　Bonneau,�no�712,�p.�500�;�Bonhomme,�no�253,�p.194.
（26）�　なお，ダイイ法譲渡に固有の問題ではないが，譲渡禁止特約の付された債権

であっても譲渡することができるかについてはフランスでも議論があった。判
例には，この特約の譲受人への対抗を認めなかったもの（Cass.�com.,�21�nov.�
2000,�D.�2001,�p.�123,�obs.�V.�Avena-Robardet）と認めたもの（Cass.�com.,�22�
oct.�2002,�RTD civ.�2003,�p.�129,�obs.�P.�Crocq）とがあったが，2001 年の商法典
改正により，製造業者・小売業者などについて債権譲渡を禁じる約定は無効と
されることになった（商法典 L442-6 条Ⅱ -c）。

（27）　池田・研究 307 頁。
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弁済期が挙げられている（28））である。さらに，この明細書には譲渡人が署

名し（同Ｌ 313-25 条１項），譲受人が日付を付さなければならない（同条

２項）。この日付はダイイ法譲渡の有効要件であるとともに第三者対抗要

件でもある（同Ｌ 313-27 条１項，後述（２）参照）。

（２）対抗要件

　対抗要件に関しては，ダイイ法は譲受人にきわめて有利な規律となって

いる。すなわち，ダイイ法による債権譲渡は，債権の発生時期や弁済期な

どのいかんを問わず，明細書上に付された日付より第三者に対抗可能とな

る（通貨金融法典Ｌ 313-27 条１項）。明細書への日付の記載以外に他の方

式を履践することは求められない。

　明細書への日付の記載によって譲渡を対抗しうる「第三者（tiers）」には，

譲渡対象債権の債務者（第三債務者）も含まれると解されている（29）。した

がって，明細書の日付以降に，譲渡人と第三債務者との間で譲渡対象債権

について債務免除・弁済猶予・担保解除などを合意しても，これを譲受人

に対抗することはできない（同条２項）。ただし，第三債務者は譲渡の事

実を知らないことが通常であるため，ダイイ法は次のような規定を設けて

第三債務者の保護を図っている。①ダイイ法譲渡に関する通知・承諾がな

される前に，第三債務者が原債権者（譲渡人）に弁済を行った場合には，

その弁済は有効とされる（同Ｌ 313-28 条・Ｌ 313-29 条１項反対解釈）。②

（28）�　これらが例示列挙であることは，notamment という条文の文言からも明らか
である（Jeantin�et�al.,�no�546,�p.�427）。したがって，第三債務者の記載は必須の
要件ではなく（Cass.�com.,�1er�févr.�2011,�D.�2011,�AJ.508,�note�X.�Delpech），明
細書記載の他の要素から譲渡対象債権が特定可能である場合には，仮に第三債
務者の記載が誤っていてもダイイ法譲渡は無効とならない（Cass.�com.,�7� juin�
2006,�RDBF nov.-déc.�2006,�p.�12,�obs.�F.-J.�Crédot�et�T.�Samin）。これに対し，「譲
渡人の売掛金勘定の全部（totalité�du�compte�client）」という記載では譲渡対象
債権が特定されたとはいえないとされる（Cass.�com.,�13�nov.�2003,�RDBF juill.-
août�2004,�p.�250,�obs.�A.�Cerles）。

（29）　Gavalda�et�Stoufflet,�no�697,�p.�423�;�Bonhomme,�no�263,�p.�206.
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第三債務者は，譲渡を承諾しない限り，譲渡人に対して有する抗弁を譲受

人に対しても主張することができる（同Ｌ 313-29 条２項反対解釈）。この

うち，同時履行の抗弁などの内在的な抗弁（exception�inhérente）は，行

使可能となる時期のいかんにかかわらず譲受人にも対抗しうると解されて

いる（30）。これに対して外在的な抗弁（exception�extérieure）である相殺の

抗弁については，これを譲受人に対抗しうる範囲に関して議論がある（後

述（４）参照）。

　このように，ダイイ法は対抗要件を大幅に簡略化したが，公示の要請は

これと引換えに完全に犠牲にされている。このため，ダイイ法譲渡をめぐっ

てはさまざまな法的紛争が起こっており，数多くの破毀院判例が生まれて

いる（後述（４）参照）。

（３）設定者・担保権者の権利義務

　明細書の日付以降，譲渡人はもはや譲渡対象債権の債権者ではなくなる

ので，譲受人の同意なくして当該債権にかかる権利の範囲に変更を加える

ことはできない（通貨金融法典Ｌ 313-27 条 2 項）。したがって，譲渡人と

第三債務者との間で債務免除・弁済猶予・担保解除などを合意しても，譲

受人にはこれを対抗し得ない（前述（２）参照）。

　ダイイ法譲渡が第三債務者に通知されない間は，譲渡人が譲受人に代

わって弁済を受領することになる（同Ｌ 313-28 条反対解釈）。これは弁済

受領の委任と構成され，個別の譲渡に先立って締結される枠合意

（convention-cadre）ではこの委任について明示的に定められることも多

いが，このような明確な合意が存在しない場合でも黙示の委任があるとさ

れる（31）。受領した弁済金を被担保債権の弁済に充当するか，それとも設定

者（譲渡人）による使用を認めるかについては，設定者と譲受人銀行との

（30）　Bonneau,�no�714,�p.�507�;�Bonhomme,�no�265,�p.�207.
（31）　Bonneau,�no�715,�p.�509�;�Jeantin�et�al.,�no�567,�p.�443.
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間の約定によることになろう（32）。

　反対の合意がない限り，譲渡人は譲渡対象債権の弁済を連帯して担保す

るものとされる（同Ｌ 313-24 条 2 項）。通常の債権譲渡では，譲渡人は譲

渡対象債権が存在することのみを担保し，特別の合意がない限り債務者の

資力までは担保しないとされているが（民法典 1693 条・1694 条），ダイ

イ法譲渡においては譲渡人の担保責任が強化されていることになる。もっ

とも，ダイイ法譲渡が担保目的で行われる場合には，譲渡人はもともと被

担保債権の債務者でもあるので，この担保責任の規定はあまり実益がない

ともいわれている（33）。

（４）第三者との関係

　ダイイ法譲渡が明細書の交付と日付の記載のみで第三者に対抗可能とな

ることの帰結として，譲渡対象債権の帰属を相争う者の優劣は「早い者勝

ち（prior tempore, potior jure）」のルールに従う（34）。したがって，同一の

債権がダイイ法によって二重に譲渡された場合には日付の早いほうが優先

するし（35），差押え（saisie-attribution）との優劣も明細書記載の日付を基

準として判断される（36）。このように，ダイイ法譲渡の譲受人と第三者との

関係は一見するといたってシンプルに処理されるように思われるが，実際

には次のとおり多くの問題が生じている。

　①第三債務者が譲渡通知を受ける前に原債権者（譲渡人）に弁済した場

合の，弁済金入金口座銀行と債権譲受人銀行との競合。判例は変遷したが，

（32）　Cf.�Bonhomme,�no�261,�p.�203.
（33）�　Delebecque�et�Germain,�no�2428-10,�p.�391�;�Bonneau,�no�707,�p.�498.�ただし，

譲受人が第三債務者の倒産手続において債権届を怠った場合にはこの規定の実
益があるとも指摘されている（Aynès�et�Crocq,�no�769,�p.�371,�note�28）。

（34）　Ghestin�et�al.,�no�346,�p.�378�;�Bonhomme,�no�271,�p.�212.
（35）�　Cass.�com.,�5�juill.�1994,�RTD com.�1995,�p.�172,�obs.�M.�Cabrillac.�ただし，日

付の後れる譲渡のみが通知された場合には，これに応じてなされた弁済は有効
となる（Gavalda�et�Stoufflet,�no�698,�p.�424�;�Jeantin�et�al.,�no�578,�p.�451）。

（36）�　Cass.�com.,�13�févr.�1996,�Banque�1996,�no�569,�p.�91,�obs.�J.-L.�Guillot.
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最終的には前者が優先するとした（37）。学説においても，弁済金入金口座銀

行は譲渡人の受任者として弁済を受領したにすぎず債権譲受人銀行との間

に真の競合は存在しないこと，譲渡対象債権は有効な弁済によりすでに消

滅していることなどを理由に，判例を支持する見解が多い（38）。

　②注文者に対する直接訴権（下請負に関する 1975 年 12 月 31 日の法律

12 条）を有する下請負人と元請報酬債権を譲り受けた銀行との競合。判

例は，明細書記載の日付や通知の時期，さらには直接訴権の行使時期のい

かんにかかわらず前者が優先するとしている（39）。1975 年法は，元請報酬債

権のうち下請負人が行った仕事に対応する部分を元請負人が譲渡すること

はできないとしており（13-１条１項），これに反する譲渡は下請負人に対

抗できないことが判例の根拠とされている（40）。

　③所有権留保の目的物の転売代金債権をめぐる留保売主と譲受人銀行と

の競合。商法典Ｌ 624-18 条は，留保売主の権利が倒産手続開始とともに

転売代金に及ぶ旨を明文で規定している（前掲注（14）参照）。この債権

への権利波及が転売時に直ちに生じるのか，倒産手続開始時にはじめて生

じるのかによって，転売後・倒産手続開始前になされたダイイ法譲渡が有

効に債権を移転させるのか，それとも空振りに終わるのかが左右されると

考えられる。判例は，転売代金債権は発生と同時に物的代位によって直ち

に留保売主に帰属するため，譲渡対象とされた転売代金債権は留保買主に

帰属していなかったとして，留保売主を優先する判断を示した（41）。

（37）�　Cass.�com.,�4� juill.�1995,�D.�1995.�488,�note�D.�Martin�et�H.�Synvet� ;� JCP G�
1995,�II.�22553,�note�D.�Legeais.

（38）�　Delebecque�et�Germain,�no�2428-9,�p.�388�et�s�;�Bonneau,�no�722�et�s,�p.�517�et�
s�;�Bonhomme,�no�273,�p.�215.

（39）�　Cass.�com.,�22�nov.�1988,�D.�1989.�212,�note�A.�Bénabent� ;� JCP E�1989,� II.�
15574,�note�P.�Dubois.

（40）�　Delebecque�et�Germain,�no�2428-9,�p.�389�;�Ghestin�et�al.,�no�349,�p.�383�et�s�;�
Bonhomme,�no�275,�p.�216�et�s.

（41）�　Cass.�com.,�20�juin�1989,�D.�1989.�431,�note�F.�Pérochon�;�RTD com.�1989,�p.�
702,�obs.�M.�Cabrillac�et�B.�Teyssié.
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　④ダイイ法譲渡の譲受人銀行と，譲渡対象債権の支払のために振り出さ

れた為替手形の所持人（この手形を割り引いた銀行を含む）との競合。判

例は，ダイイ法譲渡について通知がなされる前に第三債務者が為替手形を

引き受けていたのであれば，手形の所持人が有効に弁済を受けられるとし

ている（42）。学説では，第三債務者はダイイ法譲渡の通知がなされるまでは

原債権者の指定する者（＝手形所持人）に有効に弁済しうることを根拠に

判例に賛成するもの（43）と，ダイイ法譲渡の対抗要件は明細書に日付を記

載した時点で備わるのであるから，優劣判定の基準時も通知時ではなく明

細書の日付とすべきであるとして判例に反対するもの（44）とがある。

　⑤ダイイ法譲渡と第三債務者による相殺との競合。譲渡対象債権と第三

債務者の譲渡人に対する反対債権とがダイイ法譲渡の明細書の日付より前

に相殺適状に達していない限り，譲渡の結果これらの債権は相対立しない

ことになるので，相殺は不可能であるとも思われる（45）。しかし他方，相殺

は弁済と同視しうるので，譲渡通知の前に行われた弁済が有効とされる（通

貨金融法典Ｌ 313-28 条・Ｌ 313-29 条１項反対解釈，前述（２）参照）の

と同様，譲渡通知の前に相殺適状に達した場合には相殺をもって譲受人に

対抗しうるとも考えられる（46）。結局この問題は，相殺の局面における第三

債務者を他の第三者と同視するかどうかに帰着するが，判例は，譲渡通知

の前に両債権が相殺適状に達していれば相殺をもって譲受人に対抗しうる

という立場を採っている（47）。判例はさらに，自働債権と受働債権が牽連性

（42）�　Cass.�com.,�7�mars�1995,�RTD com.�1995,�p.�626,�obs.�M.�Cabrillac.�他方，為替
手形が引き受けられなかった場合については，明細書の日付が手形満期日より
前であればダイイ法譲渡が優先するとした下級審裁判例がある（CA�Paris,�2�
juin�1995,�RD bancaire et bourse� janv.-� févr.�1996,�p.�9,�obs.�F.�Crédot�et�Y.�
Gérard）。

（43）　Bonhomme,�no�272,�p.�214.
（44）　Bonneau,�no�727,�p.�520.
（45）　Ghestin�et�al.,�no�348,�p.�383�;�Bonneau,�no�714,�p.�507.
（46）　Delebecque�et�Germain,�no�2428-8,�p.�387.
（47）�　Cass.�com.,�14�déc.�1993,�D.�1994.�269,�note�C.�Larroumet�;�RTD com.�1994,�p.�
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（connexité）を有している場合には，相殺適状に達したのが譲渡通知の後

であったとしても譲受人に相殺を対抗しうるとして，相殺の認められる範

囲を拡張している（48）。

（５）実行方法

　譲渡人の信用状態に不安が生じると，譲受人は第三債務者に対して譲渡

通知（notification）を行い，譲渡人への弁済受領の委任（前述（３）参照）

を終了させて，自ら譲渡対象債権の回収を行うことになる（通貨金融法典

Ｌ 313-28 条）。この通知はあらゆる手段によって行うことができるとされ

ており（同 R313-15 条１項），民法典上の債権譲渡における執達吏送達

（signification）のような厳格な手続に服することはない。ただし，譲渡通

知の有無について争いがある場合には譲受人が通知を行ったことの立証責

任を負うので（同 R313-18 条），実際には受取通知付書留郵便でなされる

ことが多いという（49）。譲渡通知書には，①譲渡人名，②譲渡対象債権，③

弁済をなすべき相手方を記載しなければならない（同 R313-15 条 2 項）。

また，譲渡に先立ってこの通知を行うことはできないと解されている（50）。

　譲受人が第三債務者に承諾を求め，第三債務者がこれに応じた場合には，

譲受人はさらに有利な地位を得ることができる。すなわち，承諾を行った

第三債務者は，譲渡人との関係に基づく抗弁をもって譲受人に対抗するこ

とができなくなる（同Ｌ 313-29 条２項）。もっとも，承諾に際して留保や条

件を付した場合にはこの限りではない（51）。この承諾は黙示では足りず（52），

332,�obs.�M.�Cabrillac�et�B.�Teyssié.�ただし，譲渡対象債権の弁済期が未到来で
あった場合には，ダイイ法譲渡の通知より前に第三債務者が期限の利益を放棄
していない限り，相殺は効力を生じない（Cass.�com.,�13�déc.�1994,�RTD com.�
1995,�p.�457,�obs.�M.�Cabrillac）。

（48）　Cass.�com.,�15�juin�1993,�D.�1993.�495,�note�C.�Larroumet.
（49）　Bonneau,�no�718,�p.�512.
（50）　Gavalda�et�Stoufflet,�no�698,�p.�424�;�Jeantin�et�al.,�no�577,�p.�450.
（51）　Gavalda�et�Stoufflet,�no�699,�p.�425�;�Bonneau,�no�719,�p.�515.
（52）　Jeantin�et�al.,�no�580,�p.�453�;�Bonhomme,�no�269,�p.�211.
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「職業債権譲渡の承諾証書」と題する書面によって行われなければ無効と

される（同条１項）。また，通知と同様に，譲渡に先立って承諾を行うこ

とはできないと解されている（53）。なお，実務においては承諾が行われるの

は稀であるとのことである（54）。

（６）倒産手続との関係（55）

　ダイイ法譲渡がなされた後に譲渡人が倒産手続に入った場合には，ダイ

イ法譲渡は否認の対象となりうる。もっとも，支払停止後にダイイ法譲渡

によってなされた債務の弁済が当然否認の対象とならないことは明文で定

められており（商法典Ｌ 632-１条Ⅰ-４o），支払停止後に既存の債務の担

保としてダイイ法譲渡がなされた場合（同条Ⅰ-６o 参照）にも判例は否認

を否定している（56）。銀行が譲渡人の支払停止について悪意でありながらダ

イイ法譲渡を受けた場合には，裁判官による裁量否認の対象となりうるが

（同Ｌ 632-2 条 1 項），支払停止前に締結された枠合意に従ってこの譲渡が

なされた場合にはやはり否認されない（57）。

　継続的履行契約から生じる債権（賃料など）をダイイ法により譲渡した

後に譲渡人が倒産手続に入った場合，それ以降に弁済期が到来する債権は

譲受人に帰属するのか，あるいは倒産手続に取り込まれて配当の原資にな

るのか（58）。判例はかつて後者の立場を採り（59），ダイイ法譲渡の実務に大き

（53）　Jeantin�et�al.,�no�580,�p.�453.
（54）　Jeantin�et�al.,�no�579,�p.�452�;�Bonhomme,�no�270,�p.�212.
（55）�　フランスの倒産手続の概要に関しては，杉本和士「フランスにおける物的担

保法制と倒産法制の関係」池田真朗＝中島弘雅＝森田修編『動産債権担保――
比較法のマトリクス』（商事法務・2015 年刊行予定）所収を参照されたい。

（56）�　Cass.�com.,�28�mai�1996,�RTD com.�1996,�p.�508,�obs.�M.�Cabrillac�;�RTD civ.�
1996,�p.�671,�obs.�P.�Crocq.

（57）�　Cass.�com.,�20�janv.�1998,�RTD com.�1998,�p.�396,�obs.�M.�Cabrillac.
（58）�　この問題に関しては，拙稿「フランスにおける将来債権譲渡と譲渡人の倒産

手続との関係」本誌 43 巻 2 号（2009 年）69 頁以下で詳しく検討しているので
参照されたい。

（59）�　Cass.�com.,�26�avr.�2000,�D.�2000.�717,�note�C.�Larroumet�;�JCP E�2000.�1134,�
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な打撃を与えたが，学説ではこれをめぐって賛否両論の激しい論争が展開

され，破毀院も判例を変更して譲受人の債権取得を認める判断を示すに

至った（60）。もっともこの新判例は，継続的履行契約に基づく債権の発生時

期を契約締結時と解し，これを前提として，譲渡対象債権は譲渡人の倒産

手続が開始する前にすでに譲渡人のもとから逸出していたと考えたものの

ように思われる（61）。したがって，譲渡対象債権が純然たる将来債権（発生

原因となる契約が未締結の債権）であっても同様の結論が導かれるかは，

依然として開かれた問題であるといえよう（62）（63）。

　以上とは区別すべき問題として，ダイイ法譲渡の通知がなされず，譲渡

人が譲受人に代わって債権の弁済を受けた後に譲渡人が倒産手続に入った

場合には，譲受人は譲渡人の一般債権者として配当を受けるほかない。譲

受人がこれを避けるためには，わずかでも譲渡人に信用不安が生じたら直

ちに譲渡通知を行い，弁済受領の委任を終了させておかなければならな

い（64）。

note�D.�Legeais.
（60）�　Cass.�com.,�7�déc.�2004,�D.�2005.�230,�note�C.�Larroumet�;�Cass.�com.,�22�nov.�

2005,�JCP E�2006.�673,�obs.�M.�Cabrillac.
（61）　拙稿・前掲注（58）94 頁以下参照。
（62）�　この場合にも譲受人の債権取得を肯定する見解もある。Larroumet,�op. cit�

(note�60)�;�Bonneau,�no�714,�p.�504.�これに対してより慎重な姿勢を示す見解とし
て，P.�Pétel,�obs.�sous�Cass.�com.,�7�déc.�2004,�JCP E�2005.�639�;�Bonhomme,�no�
277,�p.�220�et�s.

（63）�　近時，著名な Cœur�Défense 事件に関してヴェルサイユ控訴院は，将来の賃
料債権を客体とするダイイ法譲渡が倒産手続開始前に行われていれば，賃貸借
契約の締結が倒産手続開始の後であったとしても譲受人は賃料債権を有効に取
得するという，きわめて注目すべき判断を行った（CA�Versailles,�28�févr.�2013,�
D.�2013.�1716,�obs.�P.�Crocq）。この判決を含め，倒産手続とダイイ法譲渡との関
係については，別稿で改めて検討の機会を持ちたいと考えている。

（64）�　Bonneau,�no�715,�p.�509�;�Bonhomme,�no�261,�p.�203�et�s.
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３．債権質権（nantissement�de�créance）（65）

（１）成立要件

　前述のとおり，2006 年改正前の民法典旧 2075 条は，公署証書または適

式に登録された私署証書が執達吏により送達されるか，債務者がこれを公

署証書で承諾することを成立要件としていた。2006 年改正はこれを大幅

に緩和し，ダイイ法に倣った規律を採用した（66）。それによれば，書面（質

権設定契約書）の作成は依然として成立要件ではあるが（民法典 2356 条

１項），これは私署証書でもよく，登録も要求されない（質権設定契約書

には被担保債権および質権の客体となる債権を明示することが求められ

る。同条２項）。さらに，執達吏送達や公署証書による承諾はもはや成立

要件としても対抗要件としても求められていない。なお，ダイイ法とは異

なり，この民法典の債権質権には質権者・設定者・第三債務者の属性に関

する制限はない。

　2006 年改正前は執達吏送達が成立要件とされていたため，将来債権を

客体とする質権設定は不可能であったが（67），現行法は将来債権を被担保債

権とする質権設定と並んで，将来債権に対する質権設定も明文で認めてい

る。ただしこの場合には，債権の特定を可能ならしめる諸要素（債務者名，

支払場所，債権額・評価額，弁済期が例示されている（68））が契約書に書か

（65）�　債権質権に関しては以下の文献を参照した。Aynès�et�Crocq,�op. cit�(note�20)�;�
M.�Cabrillac,�C.�Mouly,�S.�Cabrillac�et�P.�Pétel,�Droit des sûretés,�9e�éd.,�Litec,�
2010（Cabrillac�et�al. として引用）;�D.�Legeais,�Sûretés et garanties du crédit,�9e�
éd.,�LGDJ,�2013（Legeais と し て 引 用 ）;�M.�Bourassin,�V.�Brémond�et�M.-N.�
Jobard-Bachellier,�Droit des sûretés,�3e�éd.,�Sirey,�2012（Bourassin�et�al. として
引用）.

（66）�　Aynès�et�Crocq,�no�527,�p.�259�;�Bourassin�et�al.,�no�1797,�p.�471,�note�5.
（67）　Aynès�et�Crocq,�no�526,�p.�258.
（68）�　これらの例示はダイイ法におけるそれ（通貨金融法典Ｌ 313-23 条３項）とまっ

たく同じである（本文２．（１）参照）。
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れていなければならない（同条３項）（69）。なお，債権の一部に対する質権

設定（同 2358 条２項）や銀行口座に対する質権設定（同 2360 条）も可能

とされている。

（２）対抗要件

　新しい債権質権の制度で目を引くのは対抗要件に関する規律である。す

なわち，改正法はここでもダイイ法（通貨金融法典Ｌ 313-27 条１項）に倣っ

て，債権質権は契約締結と同時に何らの手続も要せず第三者に対抗可能と

なるとした（民法典 2361 条）（70）。ただし，第三債務者に質権を対抗するた

めには通知または設定行為への第三債務者の関与が必要であるが（民法典

2362 条１項），この規律もダイイ法（通貨金融法典Ｌ 313-28 条，Ｌ 313-29

条）と同じである。なお，将来債権に対する質権の場合には，目的債権に

対する権利を質権者が取得するのは当該債権の発生時であるとされている

が（民法典 2357 条），この場合にも対抗要件は設定時に直ちに備わるので，

質権設定から債権発生までの間に中間処分が行われても質権者はこれに優

先する（71）。

（３）設定者・担保権者の権利義務

　被担保債権の弁済期が到来する前に，質権者が第三債務者から目的債権

の弁済を受領することがありうる（後述（５）参照）。この場合，質権者

（69）�　この要件の存在により，将来債権に対する質権設定が利用される可能性はか
なり限定されるとの指摘もある（Cabrillac�et�al.,�no�779,�p.�585）。実際に包括的
な記載による質権設定を無効とした裁判例として，CA�Colmar,�24�nov.�2011,�
JCP E�2012.�1748,�no�20,�obs.�P.�Delebecque がある�（「前渡金・貸付・その他あ
らゆる性質の与信，証券取引またはその他の金融商品に関する取引に基づく，
現在および将来の勘定の全体」という記載がされていた事案）。

（70）�　誰でも利用可能な民法典の債権質権にもダイイ法の簡便な対抗要件の規律を
採用したことは「大胆」であるとも評価されている（Cabrillac�et�al.,�no�780,�p.�
585）。

（71）　Cabrillac�et�al.,�ibid.
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は受領した弁済金を金融機関口座に保管し，後に被担保債権が弁済されれ

ばこれを設定者に返還しなければならない（民法典 2364 条２項）（72）。

　質権者が債権質権を実行し（後述（５）参照），第三債務者から受領し

た弁済金を被担保債権の弁済に充当してもなお残額がある場合には，質権

者はこれを設定者に返還しなければならない（同 2366 条）。

（４）第三者との関係

　新しい債権質権の制度はダイイ法に倣って設計されているため，ダイイ

法譲渡の譲受人と第三者との競合に関する多数の判例（２．（４）参照）

が示した解決は，債権質権にも移し換えることができると指摘されてい

る（73）。ただし，債権質権者が優先権のみならず，ダイイ法譲渡の譲受人の

ような排他的な効力を有するかについては議論がある。破毀院は近時，旧

法が適用される事案において，賃料債権を客体とする債権質権が倒産手続

開始前に設定されていた（当時は成立要件だった第三債務者への執達吏送

達も適式に行われていた）場合には，手続開始後に弁済期が到来する賃料

についても質権者に支払われるべき旨を判示した（74）。これによれば債権質

権者は，設定者の倒産手続において，先取特権者を含む他の債権者に優先

して担保対象債権から回収できることになる。この判決を受けて学説では，

債権質権にもダイイ法譲渡に匹敵する排他的な効力が認められたとの評価

もなされている（75）。

（72）�　ただし，この金融機関口座は，特別に開設されたものであることや払戻しが
凍結されているものであることまでは要求されていない。したがって設定者と
しては，質権者の倒産リスクを回避するため，質権設定契約において弁済受領
金の分別管理義務を質権者に課すようにすることが望ましい（Aynès�et�Crocq,�
no�535,�p.�265�;�Cabrillac�et�al.,�no�782,�p.587）。

（73）　Aynès�et�Crocq,�no�527,�p.�259,�note�16.
（74）�　Cass.�com.,�26�mai�2010,�RTD civ.�2010,�p.�597,�note�P.�Crocq�;�D.�2010.�2201,�

note�N.�Borga�;�Dr. et patr.�sept.�2010,�p.�96,�obs.�P.�Dupichot�;�RDC�oct.�2010,�p.�
1338,�note�A.�Aynès.

（75）　Crocq,�ibid,�p.�600�;�Aynès,�ibid,�p.�1339.
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　もっとも，第三債務者が相殺の抗弁をもって対抗しうるかについては，

ダイイ法譲渡と異なる取扱いになりうることが示唆されている。すなわち，

債権質権は債権の移転を伴わず，自働債権と受働債権の対立が維持される

ので，両債権が相殺適状に達するのが第三債務者への質権設定通知より後

であっても相殺は妨げられないという（76）。

（５）実行方法

　質権設定の通知がなされない間に第三債務者が設定者に弁済した場合に

は，この弁済は有効である（民法典 2362 条 2 項）。債権質権者は，第三債

務者に質権設定を通知することによってはじめて，第三債務者から目的債

権の弁済を受領することができるようになる（同 2363 条１項）。

　質権者が通知を行い目的債権の弁済を受領したとしても，被担保債権の

弁済期が未到来であれば，質権者は受領した弁済金を被担保債権に充当す

ることはできない。この場合には，質権者は受領した弁済金を金融機関の

口座にいったん保管しなければならない（同 2364 条２項，前述（３）参照）。

後に被担保債権が弁済されれば質権者はこの弁済金を設定者に返還する義

務を負うが，被担保債権が弁済されない場合には，質権者は催告後８日間

待ってからこの弁済金を被担保債権の弁済に充当することができる（同

項）。つまり，この間は実質的には，債権質権が現金質権（gage�espèces）

に転換されていることになる（77）。

　これに対し，質権の目的債権の弁済期が到来する前に被担保債権が債務

不履行になった場合，質権者には次の選択肢がある。①通知を行った質権

者は，競合する他の債権者に優先して目的債権の弁済を受領することがで

きるので（同 2363 条１項），質権者は目的債権の弁済期を待って第三債務

者から弁済を受領し（同 2365 条２項），これを被担保債権の弁済に充当す

ることができる（同 2364 条１項）。②質権者は，目的債権の弁済期を待つ

（76）　Crocq,�ibid,�p.�600.
（77）　Aynès�et�Crocq,�no�535,�p.�265�;�Cabrillac�et�al.,�no�782,�p.�587.
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ことなく，目的債権の自己への帰属を裁判所に請求するか，あるいは流質

特約に基づいて質権を実行することもできる（同 2365 条１項）。この②は

動産質権の実行方法（78）と同じであるが（ただし競売は債権質権の場合に

は意味をなさないため規定されていない（79）），券面額を有する債権が客体

であるため鑑定人の評価は義務づけられていない（80）。なお，設定者につい

て倒産手続が開始すると流質特約に基づく実行ができなくなるのも動産質

権と同様であり（81），この場合には質権者は①の方法により回収を図ること

になろう（後述（６）参照）。

（６）倒産手続との関係

　まず，否認との関係では，執達吏送達が成立要件でなくなったことが重

要な意味を持つ。すなわち，2006 年改正前においては，執達吏送達が設

定者の支払停止に後れれば，質権設定契約の締結が支払停止前であっても

否認の対象とされていたが（82），現行法のもとでは，質権設定契約が支払停

止に先行している限り，通知の時期のいかんにかかわらず否認を免れるこ

とになると考えられる（83）。

　次いで，設定者に対する倒産手続の開始が債権質権にいかなる影響を与

えるかについては見解が分かれている。債権質権には非占有動産質権のよ

うな擬制留置権（84）の規定は存在しないが，多数説は，設定者への弁済を

（78）�　動産質権の実行方法としては，①競売，②質物の自己への帰属を裁判所に請
求する，③流質特約に基づく実行の３つが定められている（民法典 2346 ～ 2348
条）。ただし，設定者保護のため，③では目的物の価格を鑑定人が評価すること
が原則として義務づけられる。拙稿・前掲注（３）61 頁参照。

（79）　Bourassin�et�al.,�no�1803,�p.�474.
（80）　Aynès�et�Crocq,�no�536,�p.�267�;�Cabrillac�et�al.,�no�783,�p.�588.
（81）　拙稿・前掲注（３）62 頁参照。
（82）�　Cass.�com.,�28�janv.�1997,�RTD civ.�1998,�p.�705,�obs.�P.�Crocq�;�JCP G�1997.�I.�

4033,�no�19,�obs.�P.�Delebecque.
（83）　Aynès�et�Crocq,�no�527,�p.�259,�note�17.
（84）�　2008 年 8 月 の 改 正 に よ り， 非 占 有 動 産 質 権 に も 擬 制 留 置 権（droit�de�

rétention�fictif）が付与された（民法典 2286 条１項４号）。これは，設定者の倒
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禁じる効果を有する通知（民法典 2363 条１項）を目的物の占有移転と同

視しうるとして留置権の存在を肯定し，設定者の倒産手続開始は通知を備

えた債権質権に影響を及ぼさないと主張する（85）。他方，これに反対する見

解は，民法典 2363 条１項は第三債務者との関係を規律する規定にすぎず

競合債権者間の優劣に関するものではないこと，倒産手続に対する脅威と

なる留置権は明文の規定がある場合以外には認めるべきでないことなどを

論拠としている（86）。

　ところですでにみたとおり（前述（４）参照），近時になって破毀院は，

旧法下の事案につき，倒産手続開始前に第三債務者への執達吏送達が行わ

れていれば，債権質権者は手続開始後も担保対象債権の弁済を受けられる

とした。この判決文中には留置権への言及はなかったものの，破毀院公式

判例集に記載された要旨には「〔執達吏送達を行ったことによって〕貸主

は留置権を付与された質権者の資格を有していた（87）」との表現がみられ，

これは上記の多数説に沿ったものであるといいうる。また，同判決は旧法

の適用を受ける事案についての判断であったが，現行民法典 2363 条１項

のもとでは，通知を行った債権質権者にはこの結論がよりいっそう妥当す

るとも指摘されている（88）。

　このように，判例が排他的な効力を認めたことによって，債権質権の実

産時における非占有動産質権の実効性維持を目的とするものである（拙稿・前
掲注（３）67 頁参照）。

（85）�　A.�Aynès,�La consécration légale des droits de rétention, D.�2006,�p.�1301�et�s�;�
Aynès�et�Crocq,�no�536,�p.�266�;�Cabrillac�et�al.,�no�783,�p.�587�;�Legeais,�no�518,�
p.352�;�Bourassin�et�al.,�no�1804,�p.�474.

（86）�　P.�Théry,�note�sous�Cass.�com.,�19�déc.�2006,�Defr.�2008,�art.�38726,�p.�416�et�s�;�
M.�Mignot,�L’indisponibilité de la créance nantie : une pièce manquante 
essentielle du dispositif législatif issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 
2006 , RDBF�janv.-févr.�2010,�p.�17�et�s.

（87）　Bulletin�2010,�IV,�n°�94.
（88）�　Aynès, op.cit�(note�74),�p.�1340.�これに対して Borga,�op.cit�(note�74),�2203 は，

改正法のもとでは債権質権は設定と同時に対抗力を備えることを理由に，第三
債務者への通知がなくても同様の帰結に至ることを示唆する。
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効性はダイイ法譲渡とほぼ同等になったと評されており，債権者が債権質

権を選択するケースも今後は増えるのではないかと予想される（89）。また，

さらに進んで，類似の効力を有するに至ったこれら２つの制度を統合すべ

きであるという立法論を主張する見解が現れていることも注目されよ

う（90）。

４．おわりに

　ここまでみてきたように，フランスでは，多重に設定された担保権の優

劣を第三債務者への執達吏送達の先後によって決するモデル（＝民法典

1690 条）の不都合が意識され，第三債務者の関与を要しない手続の履践

の先後によって担保権の優劣を決するモデル（＝ダイイ法譲渡）へと実務

が移行してきたことが注目される（91）。わが国においても，民法 467 条の対

抗要件制度の不都合を回避するために債権譲渡登記制度が創設され，利用

が進んでいるが，フランスの動向はこれと軌を一にするように思われ

る（92）。しかも，フランスではこれにとどまらず，後者のモデルの適用範囲

を拡充しようとする傾向がみられる。2006 年担保法改正がダイイ法譲渡

に倣って債権質権の規律を一新したのはその一例であるが，さらに債務法

（89）�　ところで，破毀院は近時，商法典に規定された在庫質権（拙稿・前掲注（3）
71 頁以下参照）の適用対象となりうる質権設定については，民法典の非占有質
権によることはできないとの判断を示すに至った（Cass.�com.,�19� févr.�2013,�
JCP E�2013.�1173,�note�D.�Legeais�;�JCP E�2013.�1314,�obs.�P.�Delebecque�;�JCP 
G�2013.�539,�note�N.�Martial-Braz）。そこでこの判例の論理を推及し，ダイイ法
譲渡と債権質権のいずれを利用するかを選択する余地も，もはや金融機関には
与えられていないのではないかと示唆する見解もある（Legeais,�ibid）。

（90）　Legeais,�no�518,�p.�352�et�s.
（91）�　競合する債権譲渡の優劣決定のモデルについては，拙稿・前掲注（１）133 頁

以下も参照されたい。
（92）�　拙稿・前掲注（１）133 頁以下では，わが国の債権譲渡登記制度・フランスの

ダイイ法・ドイツの BGB398 条を，いずれも「譲渡（又は債務者の関与を要し
ない手続の履践）の先後によって優劣を決するモデル」に分類している。
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改正草案のうちいくつか（カタラ草案・テレ草案）は，民法典 1690 条を

廃して後者のモデルを民法典の原則とする提案まで行っているのであ

る（93）。

　もっとも，フランスのダイイ法譲渡や債権質権の規律とわが国の債権譲

渡登記制度とでは，公示の有無の点で大きな差異があることに注意が必要

である。すなわち，ダイイ法譲渡では明細書に譲受人が日付を記載するだ

けで第三者対抗要件を備えるとされ，債権質権ではさらに進んで契約締結

と同時に何らの手続も要せず第三者に対抗可能となるとされるが，これら

は当事者以外の者の目からは明らかではなく，先行するダイイ法譲渡・債

権質権設定を他の利害関係人が知ることは困難であると思われる。それで

も，ダイイ法が成功した立法と評価されて大いに利用されているのみなら

ず，さらにその規律の適用範囲が拡大されようとしていることの背景には，

フランスに特有の金融慣行などの存在があるのかもしれない。この点につ

いての深い洞察なくしては，ダイイ法譲渡と同様の規律をわが国でも採用

すること（94）の是非は十分に論じえないであろうが，これについては他日

を期することとしたい。

＊本研究は日本学術振興会科研費（研究課題番号：25380115）の助成を受

けたものである。

（93）�　もっとも，別の草案（司法省草案（2011 年版））は第三債務者への通知（また
は譲渡への第三債務者の関与）を第三者対抗要件としており，これは現行民法
典 1690 条と同じモデルに属する。このあたりに，この問題に対するフランスの
躊躇いを垣間見ることができようか。

（94）�　法制審議会民法（債権関係）部会で検討された改正提案のうち，「甲案の別案」
とよばれたもの（譲渡の事実を証する書面に確定日付を付すことを債権譲渡の
第三者対抗要件とし，この確定日付の先後によって競合する譲渡の優劣を決す
るという案）は，BGB398 条およびダイイ法に着想を得たものと思われるが，公
示機能の欠如が問題視され，部会の支持を得られなかった。




