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（要約）        

中国法における債権を利用した担保について 

――特に債権の流動化時代における売掛債権質権制度について 

曹哲 

 

第１章 はじめに 

本稿においては、中国法における債権を利用した担保について研究する。 

中国社会において、従来の不動産担保に過度に依存した融資に代わる手法として、企業

資産のうちの債権を活用して資金を調達する方法が注目を集めている。これを背景として、

中国においては、2007 年に制定された物権法により、売掛債権に対して質権を設定するこ

とができる旨が明確に規定された。とはいえ、実務上の重要性が増しているにもかかわら

ず、物権法をはじめとする制定法に規定されている売掛債権質権制度に関する法律の条文

は少なく、また、内容が曖昧である。これでは、売掛債権質権制度が企業金融に発揮しう

る効果が損なわれる恐れがある。また、売掛債権質権制度の確立は、実務の需要に応える

という点に加えて、中国における担保制度の変遷という背景の下で捉えるならば、法律の

体系化の点でも重要な意味をもつ。そこで、本稿においては、売掛債権質権制度につき解

釈論または立法論を検討する。 

 

第２章 中国法における売掛債権質権制度の概要 

本章においては、1990 年代の担保法の時代から物権法が制定されるまでの間の、普通債

権の担保制度に関する法状況及び物権法における売掛債権の概念を検討する。ここでは、

まず、中国法における売掛債権質権制度をめぐる立法の経緯及び学説の論争を確認する。

ついで、物権法における売掛債権の範囲を分析する。 

 

第１節 中国法における売掛債権質権制度をめぐる立法の経緯及び学説の論争 

担保法 75 条は、質権を設定することができる権利を列挙している。しかし、普通債権に

権利質権を設定することができるか否かについては、何ら規定されていない。担保法司法

解釈 97 条が、道路などの不動産利用料金請求権の質入れを念頭に置いた規定であることは

明確である。とはいえ、担保法 75 条の規定と併せて考えると、不動産利用料金請求権以外

の他の普通債権の質権設定の可能性を認めるものであるかどうかについては、明らかでは

ない。 

物権法の起草に向けた段階においては、一般債権への質権設定を物権法に取り入れるか

どうかという問題が広く議論された。普通債権への質権設定を認めることに対する批判が

存在したものの、資産の中で売掛債権が占める割合の高い中小企業と、金融商品の充実を

強く欲する銀行業界から、売掛債権への質権設定に対する要請が高まった。特に銀行業界

からの強い働きかけを受けて、国際的な傾向にも符合することを背景として、普通債権質
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権に関する立法作業が進むこととなった。物権法を制定する際に学者が提出した建議稿で

は、一般債権を権利質権の目的債権とすることが提案されていた。 

物権法は、普通債権の質入れの可能性に対する従来の不明確な態度を改め、売掛債権を

始めとして普通債権に質権を設定する可能性を認めている。もっとも、普通債権に対する

質権設定を認めることへの批判ないし危惧も存在したことから、物権法の立法時点では、

普通債権一般を質権の目的債権とすることについては、多数派の同意を得ることができな

い状況であった。そこで、いわば妥協の結果として、アメリカ統一商法典に使われており、

範囲が普通債権より狭く、経済生活において重要性の高い売掛債権という概念が選択され、

売掛債権質権が物権法に取り入れられることとなった。 

 

第２節 物権法における売掛債権の範囲 

売掛債権の意義ないし範囲について、物権法には何も述べられていない。もっとも、物

権法に関する規則である弁法には、売掛債権の意義ないし範囲を画定する定めが存在する

（弁法４条）。この弁法の規定から明らかになる売掛債権の範囲は、賃料債権や道路・橋梁

などの利用料債権（収費権）なども含むことから、会計学上の概念としての売掛債権の範

囲よりも明らかに広い。したがって、物権法では質権の目的債権を限定するものとして売

掛債権という概念が採用されたものの、弁法によって、実質上、売掛債権は普通債権の主

要なものをほぼ包含する概念へと拡張されたということができる。 

 

第３章 売掛債権を目的とする質権の設定 

本章では、売掛債権質権の設定要件を定めた物権法 228条の規定に関連して、質権設定要

件のあり方、目的債権の特定性要件、売掛債権質権にかかる登記システム、債務者に対す

る通知または債務者の承諾がもつ意味といった問題を、日本法と比較して分析する。 

 

第１節 売掛債権を目的とする質権設定の効力要件 

売掛債権質権を設定するために登記を要することは法律上明確にされたものの、設定要

件のあり方について、学説においてなお議論が続いている。そのなかでもとくに、質物の

占有移転を設定要件とする物上質権との整合性を保つために提出された、債権証書の移転

を債権質権の設定要件かつ公示要件であるとする説（債権証書移転説）は、物権法の制定

後も、依然として一定の支持を集めている。しかしながら、債権質権制度は、その特質を

適切に考慮して担保物権全体のなかに位置づける必要がある。この点について、日本法に

おける債権質権に関する法律の規定及びその性質に関する学説の変遷を参考にするならば、

債権質権の拘束力は優先弁済効を中心とするものと捉えられ、物上質権のように留置的効

力を中心とするものではないため、債権質権を物上質権と整合するように法律構成しよう

とすること自体が問題であるということができる。これによれば、債権証書移転説はその

基礎が疑問視されるものであり、これを支持することはできない。 
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第２節 売掛債権質権制度における公示要件のあり方 

物権法においては、登記の具備を債権質権の設定要件とすることが明確にされた。とこ

ろが、現行の登記制度が売掛債権を担保に利用する実務の要請に応えるものとなっている

かどうかには、疑問がある。 

まず、登記制度によって債権質権についての公示機能が十分に発揮されるかどうかとい

う問題がある。債権は、不動産と異なり、同一の内容・条件のものが複数存在する可能性

があるため、登記事項を詳細にしても、質権の設定を受けようとする者にとっては、登記

を見ただけで債権の同一性を判断することは困難である。このような状況では、質権の設

定を受けようとする者は、登記を調べるだけでは質入れされた債権の状況を確認できると

はいえないため、登記に記載された情報に基づいて債権質権の当事者に対して確認するこ

とが避けられない、ということになる。 

つぎに、物権法に関する規則である操作規則によると、売掛債権に質権を設定すること

ができる者は、法人に限定されている。このため、自然人による債権担保のニーズが満た

されないという状況が生じている。 

さらに、物権法に規定された売掛債権質権の登記制度は、多数の債権に対して質権が設

定される場合に限らず、単発の債権を含むすべての売掛債権の質権設定に適用される。中

国法上の売掛債権質権の設定に用いられる登記制度は、このように極めて広い範囲に適用

される結果、「公示過剰」という問題を引き起こす恐れがある。 

債権質権にかかる登記制度のこういった問題から、登記と異なる、物権法の立法趣旨と

合致するすべての者に適用される簡便かつ安価な公示制度を検討する必要があるというこ

とができる。 

この点について、日本法における債権譲渡に関する民法 467条の定める制度と特例法の定

める登記制度という二元的構造の分析と債権法改正の過程におけるこの二元的構造に関す

る議論を参考にするならば、中国においても、登記制度を利用することによる手続上の複

雑性・高額化の問題点を考慮して、法人を質権者とする多数の売掛債権の質権設定の場合

には、もっぱら登記制度を利用させることが適当である。これに対して、自然人の間の売

掛債権への担保の設定の場合及び多数の売掛債権の一括質権の設定ではない場合には、登

記制度とあわせて、簡易かつ安価な公示要件具備の方法として、債務者に対する通知に一

定の法的意味を認めることが考えられる。このように選択可能な２つの公示要件具備方法

を認めることを通じて、質権の対象となる債権の額などの要素を総合的に勘案して、質権

設定の当事者が合理的な公示要件具備方法を選択することができるようにすることが適当

であると考える。 

 

第３節 売掛債権を目的とする質権の設定における「特定性」要件 

物権の設定にあたり、物権の客体の特定性を要することは一般的に認められている。権

利質権についても、権利を客体とするものの、物権の客体としての特定性を要することに
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変わりはない。ところが、中国法においては、目的債権の特定性に関する問題が十分に論

じられてこなかった。法律上は、質権の設定に関しては、目的債権となる売掛債権を特定

するために質権者及び質権設定者の基本情報、売掛債権に対する説明、登記期限が必要的

登記事項として定められており、登記の申請者が売掛債権について具体的または概括的な

説明を行うことができ、これらにより目的債権が他の債権と識別可能な程度をもって特定

されていれば足りる、という趣旨の規定が置かれているだけである。ここでは、売掛債権

に対する説明が必要的登記事項として定められているものの、その具体的な内容は全く規

定されていない。そして、目的債権の債務者、その種類、発生原因、発生期間など特定に

必要な要素をどの程度満足する必要があるかは、明らかではない。この問題について、日

本での将来債権譲渡における債権の特定性に関する議論を参照すると、目的債権の特定性

を判断する際に、契約の有効要件としての特定性と、質権の第三者に対する効力の関係で

の特定性とを区別して、個別に判断する枠組みを採用することが適切である。これによれ

ば、売掛債権質権の設定契約の有効性については、目的債権が他の債権と識別可能性な程

度をもって特定されていれば足りるとすべきである。これに対し、質権の第三者に対する

効力に関わる登記における特定性については、契約の有効性に関するよりも厳しい要件を

充たす必要がある。 

 

第４節 売掛債権を目的とする質権の設定における登記システム 

売掛債権に質権を設定するためには、物権法上、その登記をすることが必要である。こ

の登記の手続については、物権法に関する規則である弁法に具体的に規定されている。そ

こで定められている売掛債権の登記システムは、全国統一のインターネット情報システム

である。この登記制度は、日本の債権譲渡登記システムとは、登記の申請者、債務者に対

する通知に関する法律規定及び将来債権の登記などの点で異なっている。これらの相違点

について比較検討すると、中国の売掛債権質権にかかる登記制度は、そこで登記の対象と

なる債権の無体物としての特性を正確に認識しておらず、不動産登記制度と同様のものと

して構築されているといわざるをえない。 

また、中国では、債権登記について異議登記制度が設けられている。さらに、登記機関

の審査範囲について、形式審査以上の審査義務を登記機関に課すべきであると主張する見

解がみられる。この見解についても、債権登記制度と不動産登記制度とを同視していると

思われる点で、その妥当性を疑問視せざるを得ない。不動産は物理的に存在しており、不

動産に関する権利関係を、登記により系統的に表現することができる。これに対して、債

権は不可視であって、その内容も多様であるという特徴を持つ。このため、権利の真正の

状態を反映することができない状況を是正するために異議登記制度が用意されているもの

の、この制度はあまり利用されていない。登記機関による審査も、債権質権の場合には、

登記を実体的権利関係を反映したものとすることに貢献しない。債権の登記制度は、当該

債権の存在を公示する制度ではなく、その債権への質権設定という担保行為を公示する制
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度である。また、債権の質権設定登記に付与される効果は、第三者に対する関係での優先

順位の確保に限られており、当該質権設定にかかる債権の存在や質権設定の真正を証明す

るものではない。そして、債権質権の設定登記に、特定の債権に関する記録が残っていて

も、その記録されている債権が閲覧の時点で依然として存在する、または設定された債権

質権が変わらず存在していることを証明するわけではない。したがって、登記機関として

は、登記申請自体の真実性を確保することができれば、債権質権の登記制度の目的を達成

することができ、それ以上に審査を行う必要がないと考えられる。 

 

第５節 （第三）債務者への通知 

物権法は、債権登記という公示制度を構築したものの、債務者への通知については何ら

定めていない。これは法律上の大きな欠陥であると考えられる。このため、学説では、①

通知を質権の成立要件及び債務者に対する効力の発生要件とする立場、②通知を債務者に

対する効力の発生要件とする立場、③通知は質権者がその質権を保全するための手段とし

て機能するとする立場の、３つの見解が唱えられている。これらのうち、合同法上の債権

譲渡の制度との整合性を考慮すれば、③の立場が適当であると解される。③の立場による

と、質権が設定された後に質権設定者が債務者に対して弁済を求める場合、債務者が当該

質権の設定を知っていたときには、債務者は質権設定者に対して弁済を拒むことができる。

また、質権の多重設定の場合において、債務者が優先する質権者を知っていたときには、

債務者は、通知到達の先後に従って弁済をするのではなく、その優先順位に従って質権者

に弁済しなければならない。 

これに関連する問題として、質権が多重設定された場合に債務者はどのように行為すべ

きか、という問題がある。 

中国においては、債権の多重譲渡の場合、その譲渡につき通知をしたのが譲渡人である

か、譲受人であるかにより、効力が異なる。すなわち、譲渡人による通知については表見

譲渡の効力（譲受人でない者を譲受人であると信じて弁済をした債務者を保護する効力）

が認められるのに対し、譲受人のした通知にはこれが認められない。そのために、譲受人

からの通知の場合には、債務者に過誤払いの危険が存在する。また、債権の多重譲渡の場

合に債務者が保護されるには、債務者は弁済の際に善意無過失でなければならないとされ

ている。そのため、債権が二重に譲渡されたが債務者はそのいずれについても譲渡通知を

受けていなかった場合において、債務者がいずれかの譲受人に弁済したときに、債務者に

過失があれば、弁済の効力が生じないとされてしまう。このため、債権が多重譲渡された

場合に、債務者にとっては、現実にどのように振る舞えばよいのかが明らかではないとい

う問題がある。売掛債権への質権設定についても、債権譲渡の場合と同様の問題が生ずる

可能性が存在する。登記システムに登録された順に従って定まる質権者の優先順位と、質

権者または質権設定者が債務者に通知することによって債務者が認識する質権者の優先順

位が一致しない、という状況が生じうるのである。債権譲渡に関する上記の法状況を参考
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にすると、質権設定者と質権者のいずれがしたかによって通知の効力が異なることから、

通知人についての規定を設けることが必要であると考えられる。この点に関して、日本法

では、債務者に対する通知の具体的な方法として、「登記事項証明書」という統一的形式

が採用されている。登記事項証明書は、登記がされた時を明示する公的な証明書であるた

め、自称譲受人による通知や、登記がされた時につき虚偽の内容の通知がされる事態を防

止することができる。また、譲受人から通知をすることとしても特段の不都合を生じない。

このことから、日本では、登記事項証明書によるのであれば、債務者対抗要件の具備につ

いて、譲渡人のみならず譲受人からも債務者に対して通知をすることができるとされてい

る。中国においても、これを参考にして制度を構築することが考えられる。 

 

第６節 債務者の承諾 

中国では、債権質権の設定にかかる債務者の承諾は、債務者に対する権利行使要件とな

るものではなく、抗弁切断効を生ずるという機能を有する。中国の社会信用状況の下で、

質入れされた目的債権が実際に存在するかどうか、その債権に抗弁が付着しているかどう

かなどの情報を、質権設定の前に、質権者に明確な形で知らせることができる制度を設け

たならば、売掛債権質権制度の利用を促進することができるだろう。実務においては、売

掛債権に担保を設定する際には、債務者に対する「売掛債権の確認書」を発行することが

日常的に行われている。これは、質権設定者が、債務者に対して、売掛債権の金額及び弁

済金につき確認を求める旨の通知をする。その返信として、債務者は、質権設定者に対し

て、売掛債権にかかる情報が真実であり、弁済期に売掛金を設定者の特定の預金口座に振

り込むという承諾を行う、というものである。もっとも、このような「売掛債権の確認書」

にどのような効力が認められるのかは、現在のところ明らかではない。 

日本では、民法 468条において、異議をとどめない承諾の制度が定められている。これは、

債務者が異議をとどめないで民法 467 条の承諾をしたときは、債務者は譲渡人に対抗するこ

とができた事由を譲受人に対抗することができなくなることとするものである。この抗弁

切断効は、中国における確認書に期待される法律効果と似ており、中国における上記の問

題を検討するにあたって参考にすることができると思われる。そして、日本法の状況から、

中国における制度との比較において、以下の示唆が得られる。まず、中国における確認書

により債務者が売掛債権の存在の真実性を確認することが抗弁の放棄に相当するかどうか

については、意思表示一般の規律に委ねるべきである。これは、債務者が売掛債権の存在

を確認したとしても、当該売掛債権に関する抗弁を包括的に、または特定の抗弁について、

放棄の意思表示をしたと解されるのでなければ、抗弁の放棄と認めるべきではない、とい

うことである。次に、中国の学説には、債務者が確認書を受けとった後、一定の期間内に

当該質入れされた債権に関する抗弁を提出しなければ、抗弁の放棄とみなすべきであると

主張する見解が存在している。この点について、債務者は債権担保に関与しないのである

から、一定の期間内に抗弁を提出する義務を債務者に課すことは合理的でない。また、抗
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弁事由が発生する一般的・抽象的可能性があれば異議を出しておくべきだとするのは、債

務者にとって過酷であるため、一定の期間内に抗弁を提出する義務を債務者に課すことは、

現実的ではないと考える。 

 

第４章 売掛債権を目的とする質権の実行 

物権法には、売掛債権質権の実行の問題については、何の規定も設けられていない。こ

れは法律上の大きな欠陥であると思われる。そのため、売掛債権を目的とする質権の実行

の方法について、詳細に検討する必要がある。 

この問題に関連して、実務上、売掛債権質権を設定する際に、質権設定者と質権者との

間で、債務の履行を担保するために、売掛債権の回収金を振り込み、それを保管するため

の預金口座を銀行に開設し、その口座の預金の流動性を制限することによって、売掛金債

権の質入後の管理と実現を図るという約定が一般的にみられる。このようにして開設され

た預金口座に存在する売掛債権回収金については、質権者がそれに対して優先弁済権を有

するのか、有するとしてその優先弁済権はどのようにして実現されるのか、という問題が

ある。この問題については、売買により発生する債権のように第三債務者を確定できる債

権と、収費権を代表とする第三債務者を確定できない債権とを分けて考えることが有益で

ある。 

 

第１節 収費権を除く売掛債権を目的とする質権の実行 

物権法は、売掛債権を目的とする質権の実行方法について特段の規定を設けていない。

もっとも、物権法 229 条は、「権利質権については本節の規定を適用するほか、本章第１節

の動産質権に関する規定を適用する」と定めている。これによるならば、動産質権の実行

方法としての質物の換価、競売、売却が、売掛債権を目的とする質権の実行にも適用され

ることになりそうである。ところが、売掛債権にこのような実行方法を適用することに対

しては、売掛債権を目的とする質権の実現を大いに阻害する点で学説からの強い批判があ

る。そこで、学説では、売掛債権を目的とする質権を速やかに実現することを重視する観

点から、目的債権の弁済期が到来したならば質権者に目的債権の取立権を承認する見解が

有力になっている。これに対して、実務では、質権者が債務者に対する取立権を行使する

という方法によるのではなく、質権者と質権設定者との間で、売掛債権を目的とする質権

を設定する契約を締結する際に、債務者に売掛金を特定の預金口座に振り込ませることと

し、これを通して質権者による取立の実現を図るという約定が一般的にみられる。この約

定は、債務者に対して通知される。そして、この通知をすることは、質権者が直接的な取

立権を予め行使することに等しいと考えられている。 

 

第２節 収費権を目的とする質権の実行 

収費権については、質権者が質権設定者に代わって公共施設を利用する債務者に対して
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直接的な取立権を行使することは、事実上不可能である。そのため、収費権を目的とする

質権の実行は、収費権を行使することにより徴収された金銭に注目しなければならない。 

収費権の行使により徴収された金銭は、担保権者の利益の保護にとって、重要なもので

ある。ところが、収費権に設定された質権は、収費権の行使により徴収される金銭を原資

とする預金に、当然には及ばない。そこで、質権者の利益を保護するためには、その預金

に対する担保権を設定する必要があることとなる。中国の現行法において、口座にある資

金に対する質権者の優先権を保護するために用意されている預金担保制度は、金銭質、預

金証書質権及び口座質である。ただ、これらはいずれも、預金口座の残高債権の流動性を

保つ担保方法ではなく、売掛債権への質権設定に適さない面がある。そこで、売掛債権へ

の質権設定の実務上のニーズに対応する担保方法を検討する必要がある。 

これに関して、普通預金債権担保に関する日本法の状況を参照すると、債権質権とその

取立金が入金された預金口座の複合担保を設定するという「集合物」モデルによって、引

き続き債権質権者の取立金に対する優先弁済権を保護しながら、被担保債権額を超える回

収金に対する担保設定者の自由な引出権限も保護することができる。中国法では、質権者

が回収金にかかる口座の開設銀行と同一である場合には、質権者銀行が口座にある回収金

に対する優先弁済権を確保することは、質権設定者との間で預金債権に対する相殺合意を

することによって達成することができる。質権者と回収金にかかる口座の開設銀行とが異

なる場合には、「集合物」という上記の法律構成を採用することが、中国の現状により適合

的と考えられる。この場合、質権者の利益を保護するためには、質権者と質権設定者との

約定だけでは足りず、口座開設銀行の関与を必要とする。質権者は、口座開設銀行との間

で、当該口座の管理について合意しておくことが必要となる。 

 

第５章 終わりに 

中国における売掛債権質権制度には、現在のところ、有体物を目的物とする担保、とり

わけ不動産担保制度と同様な発想に基づいていると言わざるを得ない部分が多く見られる。

しかし、債権を目的とする担保を真に実用的なものとするためには、債権の特性を適切に

考慮した制度を構築すべきである。本稿は、このような発想に基づいて、中国における債

権質権制度につき具体的な問題点を明らかにし、有体物を中心とする担保物権制度と区別

されるべき普通債権質権制度の特徴を明らかにしようとしたものである。 

 

 




