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（要約）  
 

 
米国における賃貸借の担保性の基準について  

―倒産時を念頭において― 
 

 浅野 雄太 
 
 
第 1 部 はじめに 

第 1 部では、本稿の目的、および本稿で用いる用語の定義について確認してい
る。 
本論文は、アメリカにおける動産賃貸借の形式をとる契約が、どのような場合に担保で

あると判断されるのかについての基準、およびその背景にある考えを探るものである。 
現在日本において、ある取引が形式的には担保ではないにもかかわらず、実際には担保

であるとして認定される場合が存在する。ある取引が担保とされるか否かでは、倒産時を
はじめ、様々な局面で効果に差異が生じる。そして、そのような取引の実質が争われる事
案のうちの 1 つがリース、すなわち、形式的には賃貸借でありながら実質は金融であると
ころの取引である。このリース取引の中には、ファイナンス・リースやオペレーティング・
リース等様々な種類が存在する。この中でも特にオペレーティング・リースについては担
保か否かが争われている。また、フルペイアウト式のファイナンス・リースについては、
判例・学説上担保として扱うとされるが、そもそも私法上ファイナンス・リースとは何か
が不明確であるため、結局ファイナンス・リースがいかなる場合に担保であるかとの問題
は残される。 
そこで、アメリカにおける担保とされない真正賃貸借と、形式的には賃貸借であるが、

裁判所により担保的取引として扱われる契約との区別の基準を日本に導入し、上記の問題
を解決する見解も存在する。これはリースの母法がアメリカにあることを考えると適切と
も考えられるが、アメリカがどのような理論に基づきこの基準を設定しているのかについ
ては日本では必ずしも明らかではないと思われる。この背景理論については、1987 年
Uniform Commercial Code (以下 UCC)改正時に、その条文及びそれについての諸論文で
一定のコンセンサスが得られている。したがって、これらを紹介したうえで、それが日本
の担保認定基準と共通するのか、日本に導入するのが適切であるのかの議論の素地を提供
するのが、本稿の目的である。 
ただし、以上の議論の前提として、日米で「リース」あるいは「lease」の法体系が異

なることを踏まえ、用語の定義を明確にしている。すなわち、日本は「リース」との賃貸
借とは独立した取引類型があると考えるのが通説であるが、アメリカの「lease」は、真
正なものと判断される限り賃貸借そのものなので、「賃貸借」または「lease」と記載して
いる。 

 
第 2 部 アメリカの「lease」 

第 2 部では、そもそもアメリカの「lease」とはどのような取引であるかについて確認
している。アメリカでの賃貸借の規定は UCC2A 編に定められており、そこでは賃貸借の
定義や不履行時の救済が規定されている。その中でも日本との比較の上で重要であるのは
「finance lease」についての規定である。第 1 部で記載した通り、日本は「ファイナンス・
リース」を担保として扱う傾向にあるが、アメリカでは「finance lease」も真正賃貸借の
一環である。 
ただし、上記の規定の適用はあくまである取引が賃貸借にあてはまることが前提であり、

ある取引が真正賃貸借にあてはまるか否かは上記 UCC1-203 条で定められた基準から判
断される。そして、当該契約が真正賃貸借と判断されれば上記 2A 編が適用され、担保と
認定されれば担保的取引を対象とする 9 編が適用される。賃貸借の形式をとる契約が担保
として扱われる場合、平時だけでなく、倒産時にもオートマティック・ステイに服するか、
チャプター11 における扱い、未履行契約該当性などに差が生じる。その結果、目的物の
取戻しあるいは債権回収で当該契約が賃貸借と扱われる方が担保として扱われるよりも
賃貸人には有利となる。 
それでは、上記 UCC1-203 条はどのような基準で担保とされる契約と真正賃貸借とを

区別しており、またその背景にはどのような考えが存在するのか。この背景については、
アメリカの動産賃貸借の発祥をめぐる歴史、特に条件付売買との関係が深くかかわってい
る。そこで、この点について第 3 部で項を改めて扱う。 
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第 3 部 米国の動産賃貸借をめぐる歴史(その 1)―1950 年代以前 

以下では、アメリカにおいてどのようにしてリースが発生してきたのかについて確認す
る。 
まず、英米の伝統的な担保権について確認している。英米法では伝統的に、債権者が占

有をしない担保については、債務者の債権者等の第三者には対抗できないとされていた。
したがって、英米では 18 世紀初期までは担保は質(pledge)しか用いることができない状
況であった。 
しかしこれでは設備購入等に不都合であるため、債務者に物の占有を残したまま当該目

的物に担保を設定する、動産譲渡抵当(chattel mortgage)の制度が生み出された。動産譲
渡抵当では、債務者側の第三者を保護するため、債権者は動産譲渡抵当を登録しなければ
ならず、また清算義務が課されるなど、債権者に不利な規定が存在していた。 
一方、債務者が割賦で物を取得するための制度として条件付売買(conditional sale)が

19 世紀当初より生じてきた。これは、買主が目的物の代金を割賦で弁済し、代金全額弁
済までは権限を売主が留保するとの取引である。これが担保として用いられた当初は、州
にもよるが売主は登録なしに買主の第三者に対抗でき、また不履行時の清算が不要である
など、売主の地位は動産譲渡抵当権者に比べ有利であった。しかし、目的物の権限と占有
が分離している点で両者は類似し、また一定の場合には経済的効果も同一であるにもかか
わらず、債権者の地位が異なるのは不当であるとの批判が存在していた。そこで、1910
年代に制定された統一条件付売買法(Uniform Conditional Sales Act)などにより両者の
扱いは統一化されていった。 
以上が伝統的なアメリカの担保であるが、それではこれらとの関係で動産賃貸借がどの

ように生じたのか 
アメリカで動産賃貸借が発展した背景には、条件付売買の規定の潜脱が存在していた。

すなわち、条件付売買では、上記の通り徐々に売主が動産譲渡抵当と同様の規制に服する
ようになった。そこで、19 世紀後半にはそのような規制を受けない賃貸借が生じたので
ある。また、条件付売買のより深刻な問題点として、ペンシルベニア州など一部の州では
条件付売買における売主が買主側の第三者に対抗できないという問題が存在していた(そ
の背景には上述の、債権者が占有しない担保を認めないとの伝統的な考え方があった)。
そこで同州において考え出されたのがベイルメント・リース(bailment lease)であり、こ
の形式をとれば物の譲渡人は譲受人側の第三者に対抗することが可能であった。ベイルメ
ント・リースは、上記のように条件付売買から派生していたこともあり、経済効果をでき
るだけ条件付売買に近づけることが志向されていた。この例としては、期間終了時に名目
的な額で当該目的物の購入選択権が賃借人に与えられている場合などがあげられる。 
しかし、このような賃貸借との形式をとる契約は、一部の裁判所を除き、その経済実質

が条件付売買であるとして、裁判所はその形式にかかわらず問題となった契約を条件付売
買として扱うことが 19 世紀からの趨勢であった。 
このように一定の賃貸借を条件付売買(担保的取引)として扱うとの傾向は、上記統一条

件付売買法でも見られ、さらに 1940 年代から起草作業が開始された UCC において 1 つ
の帰結を見ることとなる。そこで、第 4 部では、旧 UCC においてどのような賃貸借の形
式をとる取引を担保として扱うかについての基準を見たうえで、同法の下でどのような論
争が展開されていったかについて確認していく。 

 
第 4 部 米国の動産賃貸借をめぐる歴史(その 2)―旧 UCC 下 

第 4 部ではまず旧 UCC が起草されていた 1940 年代から 50 年代にかけての賃貸借(リ
ース)をめぐる背景について精査している。この時代には、節税を目的として賃貸借(リー
ス)取引の数が急増した。しかし、旧 UCC 起草時にはリースはまだ必ずしも主要な取引形
態とは言えなかったため、旧 UCC にはリースについての条文が制定されることは見送ら
れた。 
そのような状況にあっても、条件付売買の潜脱を目的として賃貸借が使用されるとの問

題は第 3 部で述べた通り旧 UCC 制定以前から存在していたため、旧 UCC でもどのよう
な賃貸借の形式をとる契約を担保として扱うかについての規定が設けられた(旧 1-201 条
(37))。しかし、同条はどのような賃貸借を担保とするかについて「それぞれの事件の事実
により決定される」とし、唯一の基準として「追加的対価なしに、あるいは名目的な対価
(nominal consideration)で賃借人が目的物の所有者となるか、なれるとの選択権を有して
いる場合」と規定するのみであった。このように、同条が賃貸借を担保として扱うための
基準が不明確であったことから、「名目的」の意義などをめぐり、裁判上・学説上多数の
争いが生じることとなった。 
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そこで、旧 UCC 下の裁判例でどのような点が論点となったかについて記している。具
体的には、①選択権行使価格がいくらであれば「名目的」と言えるか、②「名目性」の基
準時はいつか、③賃借人が解除権を有していた場合の扱い、そして④「それぞれの事件の
事実」にはどのような事実が含まれるかという点が裁判上争われている。 
次に、旧 1-201 条(37)をめぐる学説を紹介している。学説でも、旧 1-201 条(37)をどの

ようにして読むのかについて、特に 1970 年代以降から議論が盛んになった。有力説の 1
つとして、旧統一条件付売買法を踏襲し、賃借人が目的物の価格のほぼ全額をリース料の
形で弁済している場合には当該賃貸借の形式をとる取引は担保的取引であると主張する
説などが提唱された。 
その中でも現行 1-203 条の下で通説となった学説は、賃貸人と賃借人いずれが期間満了

時の目的物の価格について利害を有しているかを重視する。この利益とはすなわち、目的
物の価格が当初の契約締結時の予想よりも高額であることから生じる利益、あるいは予想
よりも低額であることから生じるリスクをいずれが保持しているかである。これは、
UCC9 編は担保ではない債権譲渡にも適用されるが、債権譲渡の場合にのみ譲渡人は対象
債権の回収時の超過額を受領する権利も不足額に対する責任も負わないとすることを根
拠とする(現行 9-608、615 条)。つまり、9 編で真正譲渡か否かの基準として、目的物の
価格が当事者の予想と異なった場合の利益とリスクをいずれが負担するかが重視される。
そして、仮にかかる利害が賃貸人に残存していれば真正賃貸借である一方、それが賃借人
に移転していると言えれば、当該目的物の所有権は賃借人に移転しているとされる結果当
該賃貸借の形式をとる契約は担保的取引となる(具体例については、現行法で明確化され
ているため、第 5 部で述べる)。 
以上のように旧 1-201 条(37)では多数の争いが発生したことから、同条は以上の見解を

踏まえたうえで賃貸借の形式をとる契約を担保とする基準をより具体化するよう改正さ
れた。第 5 部では、現行 1-203 条の条文、その背後にある考え方、そして改正後の裁判例
について検討している。 

 
第 5 部 米国の動産賃貸借をめぐる現行制度 

まず、現行 UCC 改正の背景について記載している。旧 1-201 条(37)の定める基準が不
明確であるとの問題は前記の通りであるが、その他にも旧法下ではそもそも動産賃貸借に
ついて定めた条文が UCC には存在せず、動産賃貸借取引にどの規定が適用されるのかに
ついて不明確であるとの問題が存在していた。そこで、1987 年には動産賃貸借を対象と
した規定であるUCC2A編が制定されるとともに、これに伴い旧1-201条(37)も改正され、
担保認定のための基準が明確化された(後に現行 1-203 条となっている(内容に変化はな
い)。以下では、新法について述べる場合には 1-203 条と記載する)。1-203 条と 2A 編の
関係は、1-203 条で当該取引が担保的取引であると判断された場合には担保的取引を対象
とする UCC9 編が適用され、真正賃貸借であると判断された場合には 2A 編が適用される
というものである。 
その上で、現行 1-203 条の条文について確認する。同条(a)項は「賃貸借の形式をとる

契約が賃貸借あるいは担保権のいずれを設定するかは、それぞれの事件の事実により決定
される」としており、この点は旧法を引き継いでいる。 
しかし、それに続いて(b)項はどのような場合に賃貸借の形式をとる契約が担保とされ

るかについて規定している。具体的には賃借人が賃貸借期間中に当該契約を解除できず、
かつ以下の要件を満たすことである。それは、賃借人が目的物を期間終了時に購入する義
務を負うか、「名目的な対価」で購入する選択権が付されている場合、あるいは当該目的
物の耐用年数以上の賃貸借期間が定められているか、耐用年数を超えて更新する義務を負
う場合などである。また、(e)項では、上記「名目的な対価」の算定基準について、当初
の賃貸借契約締結時を基準と定めている。 

(c)項は逆に賃貸借の形式をとる契約の担保性認定に当たり無関係である要素について
規定している。具体的には、当該契約がフルペイアウト・リースであること、修補責任や
納税義務、付保義務等を負っていること、賃借人が危険負担を負っていること、名目的な
対価ではない購入選択権が付されていることは、担保認定とは無関係とされている。 
これらを整理すると、同条の下賃貸借の形式をとる契約は、二段階で真正賃貸借である

か否かが判断されることとなる。すなわち、(b)項のいずれかに該当する場合には無条件
で当該契約は担保とされ、これにあてはまらなくとも各事案の事実を考慮し一定の場合
(後述)にはやはり担保と認定されることとなる。 
以上のような規定の背景について次に解説する。つまり、第 4 部で述べた通り、賃貸人

と賃借人いずれが期間満了時の目的物の価格上昇・下落に対する利害を有しているか(有
意な復帰権(meaningful residual interest)あるいは投機的利害関係(entrepreneurial stake)
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とも呼ばれる)という考え方が存在している。契約に名目的な購入選択権が付されている場
合の他、賃貸借期間が耐用年数を超過している場合には、期間満了時に目的物の価値が賃
借人の下で消尽しており、賃貸人は期間満了時の目的物の価格の増減に利害を有さないこ
とからやはり担保として扱われる。 
一方、(c)で列挙されている事由は、かかる利害とは無関係の要素であるがゆえに賃貸借

との形式をとる取引を担保として扱うべきか否かの判断にとって考慮対象とならないと
されている。例えば、当該賃貸借の形式をとる契約がフルペイアウトであっても、期間満
了時に価値ある目的物が賃貸人のもとに返還されないとは限らない。また、危険負担や納
税義務、付保義務も、賃料をいくらに設定するかということには関係するが、目的物の期
間満了時の価値とは直接関係がないために、やはり契約が担保となるための基準とは無関
係とされる。 
以上の通り、現行 UCC1-203 条の下でどのような賃貸借の形式をとる契約が担保と認

定されるかについて明確化されたものの、なおも問題は残っている。それは、①選択権が
いくらであれば「名目的」か、②(b)項に該当しない場合であってもどのような事実が存
在すればなおも担保と認定されうるか(上記第二段階)という問題である。これらについて、
以下同条を解釈する裁判例をもとに検討している。 
まず①については、基本的に裁判例のスタンスは改正前と変わらない。すなわち契約時

の目的物の価格や合計賃料、あるいは当初の契約締結時に予想される選択権行使時の当該
目的物の価格に比して選択権行使価格の比率が一定以下である場合には、当該選択権行使
価格が名目的と判断される。その他にも、購入選択権の行使に比して目的物を賃貸人に返
還することが賃借人に明らかに損である場合(例えば、契約更新に比して購入の方が明ら
かに安価場合)など、選択権行使が「唯一の合理的な過程」である場合にもやはり当該選
択権行使価格は名目的である。 
次に②についても、購入選択権の有無や賃貸借期間にかかわらず、例えば次の場合に当

該賃貸借の形式をとる契約は担保的取引であると判断されている。すなわち、目的物の除
去に高額の費用が掛かる場合、あるいは目的物が賃借人の他の所持品と混同して識別不可
能となった場合などである。その理由として、これらの場合にはいずれも目的物の返還が
現実的ではなく、したがって賃貸人は目的物の価値に利害を有さないことが挙げられる。
また、期間満了時に賃借人の下で目的物を処分し、処分価格が一定額以上であれば超過分
は賃借人が受領、一定額以下であれば賃借人が不足分を負担する条項(TRAC 条項
(Terminal Rental Adjustment Clause)、日本のオープン・エンド型リースに相当)が付されて
いる場合にもやはり当該賃貸借の形式をとる契約は担保と判断される傾向にある。これは、
賃貸人は賃貸借期間満了時の目的物の価値にかかわらず一定額を受領するため、また経済
状況としては賃借人に目的物が帰属し、そのうえで目的物を賃借人が売却することと同様
であるためとされる。 
以上のように、アメリカでは、特に現行法下は期間満了時の目的物の価格に対する利害

を基準とするという点で一貫している。それでは、このような判断方法は日本のリースの
判断方法とどの点で共通し、どの点で相違するのか、またその理由は何か。第 6 部で検討
を行う。 

 
第 6 部 日本法との比較 

第 6 部ではまず、日本のリース契約の性質について整理している。このうち、日本のリ
ースとアメリカの「lease」と異なる点として、日本では担保と認定されても、特に多数
説たる利用権説からは賃貸借との扱いも維持されることも挙げられる。これは、ユーザー
に所有権が帰属するとされると税法上不利となることが背景にある。一方、賃貸人の危険
負担責任を免除する点や賃貸人と目的物の製造人が異なるなど、リースの契約内容自体は
アメリカの「finance lease」と違いがない。 
そのうえで、日米のリース取引をめぐる相違点については、以下の点があげられる。第

一に、リース取引の独立性について、日本では争いはあるもののリースは通常の賃貸借と
は異なる無名契約であるととらえる説が多数説である。一方、アメリカでは「リース」と
いう賃貸借や担保的取引と独立の取引形態が存在するわけではない。 
第二に、リースの担保目的物について、アメリカではあくまで目的物それ自体となる。

一方、日本では多数説に従う限り、担保目的物は当該目的物それ自体ではなくユーザーが
有する利用権である。 
第三に、担保認定基準について、第 5 部で述べた通り被担保債権の存在を基礎づけるも

のとして、解除不能も一定のウェイトを占めている点は日本と共通する。しかし、アメリ
カでは賃貸借期間満了時の目的物の価格が賃貸人と賃借人のいずれに属しているかがよ
り重要となる。一方、日本でリースを担保と認定する際に重視される要素は、(特に利用
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権説からは)目的物の価値や物の返還といった要素ではなく、賃貸人が回収できる額の一
定性であると考えられる。具体的には、解除不能の他、日本では物の返還という要素では
なく、危険負担や修補責任をいずれが負担しているか等の点がリースの担保性認定にあた
り重視される。これは、一定額を回収できない取引はおよそ融資とは言えないとの考え方
に基づく。その結果、危険負担や修補責任を賃貸人が負担している場合、あるいはノンフ
ルペイアウト型リースが担保と認定されるか否かは、日米で異なる帰結になる可能性があ
る。 
最後に、リース期間満了時の目的物の帰属についても異なる。第 5 部で述べた通り、ア

メリカでは賃貸借期間満了時に当該目的物を名目的価格で購入できる場合には、当該取引
は条件付売買であるために代金完済時には所有権が賃借人に帰属すると扱われる。目的物
の耐用年数を賃貸借期間が超過している場合にも、物の価値が実質的にすべて賃借人に移
転しているとして、同様の扱いがされる。一方、日本では利用権説をとる場合はもちろん、
所有権説をとる論者でも契約により期間満了時には物の所有権が返還されるとする。また、
争いはあるもののリース期間が耐用年数を超過している場合などでも、この構成は基本的
に変わらない。このように期間満了時に目的物が賃貸人に帰属するとの構成が堅持されて
いる理由としては、税法上リースが有するメリットが失われるという点にある。 
それでは、なぜこのように日米でリースの扱い、そしてその担保性の基準について相違

が生じているのか。 
リース目的物の所有権が賃借人に移転しないとの構成の方が、税務上あるいはその他の

メリット(例えば、物の陳腐化への対応など)が大きいという点があげられる。しかし、こ
のようなメリットについては、税務上以外のものも含め、アメリカでも日本でも基本的に
は共通である。したがって、所有権を移転しない方が賃借人には有利との理由づけから上
記日米の差異を説明できるとは思われない(そもそも、税務上の扱いと私法上の扱いが一
致するのか、また賃借人に所有権を移転させないことが賃借人・賃貸人双方にどこまで有
利であるか自体微妙な問題をはらむ)。 
そこで、筆者としては税法上の議論が私法に与えた影響、およびその背景にあるリース

発生の歴史的背景こそ、上記の差異の原因ではないかと考えている。 
すなわち、第 3 部で述べた通りアメリカでは動産賃貸借はもともと条件付売買に対する

規制を無視しつつ、それと同様の経済的効果を生み出すことが起源であった。そこで考え
出されたのが名目的価格での購入選択権を有する賃貸借であり、その後も耐用年数を超え
る賃貸借などが生み出された。そして、それに対する法律上・裁判上の規制も進んでいき、
結果期間満了時の物の価値の帰属が基準となった。一方、日本で最初にリースが導入され
た 1960 年代には、かかる名目価格での購入選択権付リースは税法上既に売買とされてい
たため、実務上ほとんど用いられることはなかった。したがって、日本ではアメリカほど
条件付売買(所有権留保)とリースとの区別が問題とならず、所有権は賃借人に帰属すると
の税務上の扱いが維持されたまま担保として扱われたのだと考えられる。 
いずれにせよ、アメリカの、賃貸借との形式をとる契約を担保と認定する基準を日本に

導入するためには、両者の担保認定の背景にある考え方の違いを認識しなければならない。
具体的には、アメリカでは賃貸借との形式をとる契約を担保と認定するか否かにあたり、
目的物の価値の所在に着目するが、これは従来日本では利用権説が多数説であったことも
あり、あまり重視されていなかった点のように思われる。したがって、日本でアメリカの
基準を導入するには、その背景にある考え方ごと導入しなければならない可能性がある。 
ただ、以上のアメリカ法の検討により、従来日本で不明確であった点について光を当て

る点はあると思われる。例えば、①日本の私法はアメリカの私法と比べ税法上の扱いが大
きな力を有しているが、その是非、あるいは是とした場合に平成 19 年税制改正の影響を
いかに考えるべきかという点、②割安での購入選択権が付されている場合の他、目的物が
賃借人のもとで処分されることが予定されている場合に、当該リースを所有権留保として
扱うことができるのではないかといった点があげられる。 

 
第 7 部 おわりに 

以上の検討を踏まえたうえで、最後に今後の課題について述べる。 
本稿は動産賃貸借の形式をとる契約がアメリカでどのような基準で担保と認定される

かを検討した。このように担保以外の形式をとる契約が担保と認定される場合の例として、
不動産の買戻条件付売買がいかなる場合に譲渡担保と認定されるか、あるいは債権譲渡と
の形式を有する契約がいかなる場合に債権譲渡担保と認定されるかがあげられる。このう
ち後者については、アメリカの動産賃貸借を担保と認定する際の背景理論と深く関連して
いると考えられる。したがって、今後より広く、アメリカにおいて目的物の価格の増減と
目的物の担保性との関係について検討することをもって、今後の課題としたい。 
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